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《 覚 書 》

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記
―インターネット上の言説から考える「反実証的歴史学」の動向―

向 野 正 弘

はじめに

百田尚樹著『日本国紀 は 「平成最後の年に送り出す、日本通史の決』 、（幻冬舎、2018.11.12）

定版！」とのキャッチコピーで、刊行前から人気を博し、2019.2の段階で65万部の販売部数を

達成した。評者は、中国史の研究から歴史研究に入ったので、通史を記すことを難事とみる。

司馬遷にしても、司馬光にしても、人生を賭している。日本史においても、容易なことでは無

いであろう。ところが本書は、一年かからずにできたという。

インターネット上では、賛否をめぐって、活発な議論が繰り広げられた。論題を「茫観」と

記したのは、茫然と観ていた、ということである 。ちょうど、｢非実証的歴史学｣の歴史教育
1

への波及について検討し 、あわせて｢非実証的歴史学｣を歴史教育に利用する際の留意点を検
2

討した時期であり 、そうした観点から興味深く感じ、若干の感慨を附記しておいた 。その3 4

後、議論の深まる過程で、歴史教育を意識した書であることが明らかになるとともに 、どう5

やら｢非実証的歴史学｣というよりも「反実証的歴史学」とでもいうべき書であると感じるに至

った。

インターネット上では、批判するなら、読んでからにして欲しい、という趣旨の意見も多く

拝見した。評者も機会を見て講読しなければならないと考えている 。ここでは、あくまでも6

インターネット上の議論によりつつ、整理して、後の講読の機会に備えようと思う 。
7

Ⅰ.百田尚樹著『日本国紀』を考える際の基本的な立脚点

百田尚樹著『日本国紀』を考える際の基本的な立脚点をまず整理しておくことにしよう。

１ 『日本国紀』の分類上の位置付け．

『日本国紀』は、Cコードを「0095」つまり「日本文学・評論・随筆・その他」として 「00、

21」つまり「日本史」とはしていない。百田尚樹氏は小説家であり、本書を歴史小説・歴史評

論・歴史随筆などのジャンルの書とみることも可能であろう。たとえば、

『ヒストリーの語源はストーリーです。これは「私たちの物語 』by百田尚樹さん／発売前から話」

題となっており、予約もたくさん頂きました／ 一文芸書とも歴史書とも言える日本通史の大作です

家に一冊を （TSUTAYA WAYガーデンパーク、2018.11.10）」

※実線枠は百田氏以外の方、点線枠は百田氏のものとした。ゴシック体、アンダーライン、○数

字等は評者 。以下同じ。8

とtweetしている。ここで「ヒストリーの語源はストーリーです。これは「私たちの物語」な

のです」というキャッチコピーを前面に出している。狙い所としては「文芸書とも歴史書とも

言える日本通史」という。百田氏自身は、歴史と物語ということを矛盾無く理解できているつ

もりなのであろう 。こうしたことを踏まえて、本書を随筆と見做す論評もある 。9 10
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しかし百田氏は、

私がこの本を書こうと思ったキッカケは 「それを読めば、父祖に感謝し、誇りに思うと同時に、、

日本人に生まれたことを喜びに感じるような 」と思ったことだ。／そして、執歴史書を書きたい！
11

筆しながら、私自身が心からそう思わされた！（2018年11月15日）

と述べ、本書を「歴史書」として位置付けている。拙評でも、本書を「歴史書」として扱うと

どうなるのだろうか、という関心に基づいて検討を加えていくこととする。

２．百田尚樹氏の「事実」認識―『殉愛』裁判より―

百田尚樹氏は、著名な人気作家である。しかし「歴史」を書くことのできる人物であるかと

いうと疑念を感じる点がある。百田氏は 『日本国紀』に先だって 『殉愛 と、 、 』（幻冬舎、2014）

いう書を刊行している。本書は 「ノンフィクション」として刊行されたものの、余りに問題、

点が多く、角岡信彦・西岡研介他編著『百田尚樹「殉愛」の真実 という批判』（宝島社、2015）

本が刊行され、さらに関係者の名誉を毀損するとして裁判となった。インターネット上の議論

を見ると、当初、いわゆる「作家タブー」によって百田氏への批判は少なかった。しかし次第

に事実が明らかになって行き、批判が澎湃と起こっていった。裁判で明らかになった事柄は、

かなり衝撃的である。ここでは、リテラ編集部「またまた敗訴、百田尚樹が『殉愛』裁判で自

ら露呈した嘘と醜態！ こんなフェイク作家が『日本国紀』を書いた により」（2018.12.02）
12

つつ、気になる箇所を検討しておきたい。まず、

『ゆめいらんかね やしきたかじん伝 （小学館）の著者で、検証本『百田尚樹『殉愛』の真実』の』

執筆者のひとりでもあるジャーナリスト・角岡伸彦氏が自身のブログで『殉愛』をめぐる裁判のレ

ポートを連載。2018年1月に開かれたＫ氏が百田氏を訴えた裁判の口頭弁論で、百田氏自身が“取

材のずさんさ”や“嘘”を露呈させてしまったことを詳しく紹介している。／たとえば 『殉愛』、

百田氏サイドはさくら夫人の看病日記を執筆の「資料」として用いたと主張し、執筆にあたって、

自らの取材ノートとともに、証拠として提出した。ところが、百田氏は被告側、つまり自分の側の

弁護士による主尋問で、そのさくら夫人の看病日記は原本でなく 「 原本の）コピーをとるにして、（

も、非常にびっちり書いてて、間に入るもんはない 「たかじんさんの生活に絞ったものを改めて」

書いていただけないかと。それをもとに私が質問していきたいということで、いくつか彼女にまと

めてもらったものがあります」と述べたのだという。／つまり、こんな重要な資料さえ、百田氏は

さくら夫人原本を自ら直接精査するのではなく、さくら夫人にまとめ直させていたというわけだ。

とＫ氏は対立関係にあるから、後になって日記を再編集させたら、自分に都合のいいストーリーに

沿って恣意的に書き換える可能性もある。にもかかわらず、百田氏はそんな一方的な“加工資料”

をつくらせたことを自慢げに明かすとは、もはや理解不能だが、原告側弁護士の反対尋問では、さ

らにずさんな実態が明らかになった 取材メモにもさくら夫人の日記にも存在しないセリフが 殉。（「 『

愛』に ）」

とある。この「看病日記」の扱いは、ノンフィクション作家として許容できないということに

なろう 。史料を弄る者としても「原本を自ら直接精査するのではなく 、他者にまとめ直さ13 」

せるというようなやり方は承服しがたい。角岡伸彦氏の指摘はさらに続き、

Ｋ氏が訴えた裁判の口頭弁論を傍聴し、レポートしていた角岡氏にあらためて、百田の法廷での言

、 。 「「 『 』 、動について 感想を聞いてみた ／ 裁判で 殉愛 の虚偽が明らかになっていったこと自体は

、 、 。 、私自身 この問題をずっと取材していたので 別段驚きませんでした 裁判で明らかになった嘘は

。ただ、裁判を傍聴して争点に関係していることだけで、あの本の問題はもっといろいろあります

私がブログで指摘びっくりしたのは、百田氏のジャーナリズム、取材に対する意識の低さですね。

した『殉愛』のずさんな取材や百田氏の虚偽の主張というのは、答えに窮してポロリ漏らしてしま

ったというより、百田氏が自分から堂々と語ったケースが多かった。原告側弁護士から指摘されて
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これだけずさも『それがなんで悪いの』という感じで、悪びれるところがまったくない。しかも、

んな取材や虚偽がはっきりしているのに “裏を取った “これは間違いないという確信を持って書、 ”

いた”と、自信満々に言い切ってしまう。本当に取材や裏取りの意味、事実とは何かということを

わかっているのか。こんな人が平気で自分の本をノンフィクションと称し、政治や歴史問題につい

」／さくら夫人を「天使」として描く一て発言していることにあらためて恐ろしさを感じましたね

方、たかじん氏の長女やＫのことは直接取材もせず、さらには取材ノートにも記述のない言葉まで

『 』 「 」勝手に捏造して 悪人 金の亡者 に仕立て上げる──「 」「 」 。もはや 殉愛 は ノンフィクション

／だが、などではなく、百田氏による悪質な誹謗中傷本であることが数々の裁判ではっきりした。

問題は、こうした判決が下っても、百田氏と版元の幻冬舎にはまったく反省がみられないというこ

とだ （ 殉愛』と同じ手法で『日本国紀』を出版した百田と幻冬舎の無反省 ）。「『 」

と述べる 「事実とは何かということをわかっているのか」と考えざるを得ない百田氏の状況。

を露呈せしめている 「事実」とは何か。この問題点を直視しない、あるいはできない著者
14
。

に歴史書を執筆することができるであろうか。評者は無理だと思う。

３．百田尚樹氏の使命感に対する疑念

百田氏は、

『日本国紀』は、 ／そして、今こそ書かれ言葉にできない何かが、私に書かせたような気がする。

るべき時に書かれたという気がする。／全14章の最終章は「平成 。／この本が平成最後の年に書」
15

かれたのは偶然ではない気がする （2018年10月7日）。

とtweetしている 「言葉にできない何か」とは何か。どのように感じるかは、人によって異な。

るのかもしれない。評者は、神秘主義的な使命感、高揚感の表出とみた。ただ評者は疑念を有

している 。神秘主義的な情動に突き動かされた書ならば、いわゆる「コピペ」で著述するな
16

、 「 」 。どと言うことはあり得ないであろうし いわゆる コッソリ改版 などもあり得るはずはない

百田氏は、別に本書の読み方を指示したり 「隠しテーマ」というようなことを解説している、

ようである。一面で極めて計算された面を有す書なのではないだろうか。

４ 「反知性主義 「反権威主義」とする見解をめぐって． 」

『日本国記』は歴史書として見ると問題が多い。それなのに「歴史書」として押し通そうと

。 、する点に本書の問題があろう こうした頑なな態度の背景にある志向をどのように見るべきか

考えてみたい。

『週刊金曜日』2018.12.7号は「日本黒記：百田尚樹史観『日本国記』に反論する」という

（論特集を組んだ。しかし、ろだん「 週刊金曜日』の日本国記特集の無能さを嘆き批判する『 」

は、壇net、2018.12.8）
17

そもそも戦う相手は反知性主義者なのであって、実証的根拠や客観的思考をいくら提示したところ

で何の効果もありません。 彼らは反権威主義者ですから、このような高学歴の知識人が「破同時に

綻している 「初歩的知識も欠いた事実誤認の数々」と上から目線で言ったところで聴く耳持たず」

なのです。

と指摘する 「ろだん」氏は、反知性主義・反権威主義を本質とみる。したがって、史観の対。

立、左右・保革の対立などは、本質を矮小化する行為にしか見えないということになる。評者

の見るところでは 「論壇net」上で展開されているような、地に足の付いた地道な解明こそが、

実証主義の立場、歴史家の本分とすべきものであり、歴史家は、こうした実態の解明に力を貸
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すべきであろう。

なお、ことの本質を反知性主義・反権威主義と見てよいかは、少し注意すべきではないか。

「反知性主義」の概念は、単純に否定されるべきものとは言い難い。ここで「反知性主義」の

語を用いると一種のラベリングのようになりはしまいか。また「反権威主義」の語も、たしか

に既存の権威を否定しようとしているように見えるが、より身近な新しい権威を求める志向を

。 、 『 』 「 」有しているようにも見える 評者は 百田氏 日本国紀 を支持する潮流を 反実証的歴史学

、 「 」 「 」 。の潮流と捉え 対立の本質を 反実証的歴史学 と 実証的歴史学 の対立と捉えたいと思う 18

百田氏の場合は、ポピュリズム的手法を採って、圧倒的な発行部数をもって、正当化しようと

した。批判があっても、批判を凌駕する共感を集めようとした。こうしてシンパとアンチとの

抗争のように演出しようとした。しかし好き嫌いの対立とみるのは、本質から離れていると考

える。

◇ ◇ ◇

以上の整理によれば 『日本国紀』は、歴史の素人が書いて、歴史書として売った書。神秘、

的な使命感を有しているようで、その主張には疑念を感じざるを得ない書、といったところで

ある。私見では、本書を「反知性主義 「反権威主義」という枠組みで捉えようとすると、正」

。 「 」 。確に実態を捉えられないとみる 評者は 反実証的歴史学 を反知性主義と分けて考えてみた

評者の見るところでは、反知性主義には、積極的な意義があると考えるが『日本国紀』には見

出しにくい。したがって「反実証的歴史学」という枠組みで考える方が的確に捉えることがで

きると考える。

Ⅱ．歴史学・歴史教育から見た『日本国紀』をめぐる論点

、『 』 、歴史学・歴史教育の観点から 日本国紀 のような歴史書をどのように取り扱うべきかは

重要なテーマである。論点を整理してみたい。

19
１．歴史の「事実」をめぐって

まず、インターネット上で目にとめたのは、 百田尚樹氏の

『日本国紀』が発売されたら、歴史学者から批判が殺到するはず、と期待するアンチが多いが、彼

らの期待は裏切られる。／なぜなら からだ。／た『日本国紀』に書かれていることはすべて事実だ

、 、 。（ ）だ その事実の多くが それまでの歴史教科書には書かれていなかったということだ 2018.11.4

というtweetである。意図はともあれ、歴史を知っている者なら「すべて事実だ」とは書かな

いだろう。評者は、何処がどのような意味で「事実」なのか証明してもらいたいと思う。歴史

、「 」 。 、 「 」では 史実 という語を用いることが多い 歴史をめぐる議論を通じて 取り敢えず 事実

と認められている事象を意味する。歴史研究者は 「事実」という語を用いることに極めて慎、

重である。それでは 「史実」はどのようにして成り立つのか。まず研究史を踏まえてて到達、

点を確認しなければならない。ついで史料に基づいて検討しなければならない。こうした作業

、 。 、を通じて 史実と見なされている事象の限界性や問題点も把握されることになろう その結果

旧来の史実を覆す新発見もなされるであろう。しかし歴史研究者は、それを「事実」とは言わ

ないであろう。

２．史料の取り扱いをめぐって
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史料の扱いについても問題を有している。秀吉の朝鮮出兵に関する『明史』記事をめぐって

問題点が集約的に露呈した。当初、Wikipediaから『明史』の記事を引き写したことを指摘さ

れ、その後、第五刷で訂正した。ところがこの書き下し風の文が極めて問題の多いもので、更

なる批判を浴びる 「自倭乱朝鮮七載」を「倭乱 より七年」と読む。 （関白秀吉による朝鮮出兵）

というのであるから、なぜ直したのかわからない。この箇所について、ろだん「 悲報】百田【
20

尚樹氏 コピペ箇所を修正するも かえって変な記述に 漢文能力０、 、 。【 】」（ 、 ）論壇net 2018.12.30

、「 」 、では 内容としては実は第１刷 のほうが正確です とまで酷評されて（ ）Wikipediaコピペ状態

その上で

ご自身たしか百田氏は中国憎しで「漢文の授業を廃止せよ」と声高に叫んでいましたが、そもそも

が読めないのではお話になりませんね。

とまで断言されている 。ここで明らかになったことは、百田氏がまったく漢文を読めず、関
21

。 、わっている方々もまったく漢文が読めないらしいということである 評者の見るところでは
22

漢文と文書 とが読めないと日本史は苦しい。評者の感覚では、大正時代までの状（崩し文字）

況を研究するには必須である。昭和になってもある程度はできた方がよいと思う 。戦後史に23

なると、英語は必須となるようである。評者は、こうした課題を一人でこなさねばならないと

は考えない。ただし分担や依拠した典拠を明示し、検証できるようにするべきであった。

３．先行研究をめぐって

参考文献の無いこととも関わるが、先行研究をどのように扱っているのかは、興味ある点で

ある。読者「かしおり」氏の

百田先生、ご返信ありがとう御座います。慌てて本棚を調べましたが、そもそも通史の本がほぼあ

りません。辛うじて見つかった『重ね地図で読み解く京都1000年の歴史』谷川彰 監修／これには

巻末に40冊以上の文献記載がありました。／ 興味があり、記載を楽しみ先生がどんな本をお読みか

にしておりました

というtweetに対して、百田氏は、

たったの40冊！？／ ／それだけ載せあなたは40冊ほどの本で日本通史が書けると思っていますか？

ればあなたは満足できるのですか。 。／古代だけで、その10倍以上の資料が必要と思うのですが…

ちなみに私の本で古代は30ページにも満たないです。ところで、あなたはその本の参考文献に目を

通しましたか？／2018年11月10日

とtweetしている 「かしおり」氏は「どんな本をお読みか」と質、内実を問うているのに、百。

田氏は、量の問題と解して返している。評者には、質よりも量とは思えない。これを受けて、

「 」氏がGEISTE

百田先生は30ページを書くのに400冊以上読んだと豪語されてますから、全500ページある『日本国

な紀』だと1年未満の執筆期間に、約6600冊以上の参考文献を読んでないとおかしいんですよね。

るほどこれが「圧倒的努力」か！（白目 （2018.12.16））

とtweetし、さらに「 」氏が全力茶碗蒸し勢

（2018.12.16）400冊読んであの日数で書き上げる…／あれ？
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とtweetする。どう考えてもあり得ない話なのである。百田氏の見解は、参考文献を附さない

言い訳のようにも感じる。

なお「かしおり」氏に対しては 「とんぬら」氏が、フォローのtweetをし、それを受けて、、

「かしおり」氏は、

とんぬらさん、心のこもったご返信ありがとうございます 『日本国紀』楽しく拝読しています。。

どんな本を読んでいるのか、他のどんな作早く黒船以降が読みたくてウズウズ 好きな作家さんが

家に敬意を抱いているのか知りたいのです 「 日本国紀』参考文献一覧」百田さんが出されたら絶。『

（ ）対買います！ 2018年11月10日

。 、 。とtweetしている 6600冊のデータを体系的に整理できれば 一定の意味のあるものとなろう

「『 』 」 。 、日本国紀 参考文献一覧 を評者も見てみたい ただし百田氏の発言に信がおけない以上

不可能であろうと思うし、たとえ6600冊のリストを提示されても 『日本国紀』の理解を深め、

るものにはならないであろう 。そもそも「かしおり」氏の関心は、量の問題では無かった。
24

書名を並べることに意味はない。これらの書を読んだが特にこの書の見解に共感した、とか、

この見解に問題を感じたということを整理すべきであろう。

４．いわゆる「コッソリ改版」をめぐって

『日本国紀』は、様々な指摘を受けて、第四刷以後 改訂を試（2019.2.の時点で第九刷まで）

。 、 、 「 」 、みている これに対して読者側は 旧刷の引き換え 少なくとも 正誤表 の公開を求めるが

そのことに対しては 一切見解を述べない 評者は このやり方を不当だと思う ろだん 悲、 。 、 。 「【25

（論壇net、2報】百田尚樹氏、コピペ箇所を修正するも、かえって変な記述に 【漢文能力０。 】」

は、百田氏の018.12.30）
26

『日本国紀』に粘着している某アンチは、なんと らしい。／おそら『日本国紀』を6冊買っている

みんく、刷りの違う本を１行１行チェックしているのだろうが、その情熱と執念には感服する。／

（2018.12.28）な、彼のことを「無料校正者」とバカにしないようにね。

というtweetを掲げている。もしこの通りなら、嘲笑と解すべきであろう。きちんとした書籍

なら１冊買えば済むところを６冊買わせる。著者・出版者は謝罪すべきである。著者自身は、

指摘に真摯に向き合い、改訂に際して、感謝の気持ちを示すために、少なくとも謝辞を呈すべ

きである。

また、いわゆる「コッソリ改版 問題については、幻」（ サイレント改版」という指摘もある）「

冬舎の責任も多い。本書は幻冬舎の記念出版であり、社長の見城徹氏の力の入れ方は、特記す

べきものがある 。販売戦略を優先して、予約で期待を煽り、十分に時間をかけるべきところ27

で時間を惜しみ、傷を深くしていったとみる。

５ 「反実証的歴史学」の歴史教育への挑戦．

刊行に先だって、百田氏は、

【重要なお知らせ 『日本国紀』ですが、実は受験生にはお勧めできません。理由は、大学受験に】

、出される問題を否定する内容がいくつもあるからです。もちろん試験問題が間違っているのですが

ですから、受験生は試験が終わってから読んでくださ悲しいことに、それがまかり通っています。

い （18年10月21日）。
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とtweetしている 「試験問題が間違っている」というのは、教科書に従っている歴史教育を否。

定する主張である。また、

『日本国紀』が発売されたら、歴史学者から批判が殺到するはず、と期待するアンチが多いが、彼

らの期待は裏切られる。／なぜなら からだ。／た『日本国紀』に書かれていることはすべて事実だ

だ、 （2018年11その事実の多くが、それまでの歴史教科書には書かれていなかったということだ。
28

月4日）

とtweetしている 「歴史教科書に書かれていない 「事実」は多くあるだろう。そして実際に。 」

歴史学者から批判が殺到 するということはなかった 実態の解明に力のあったのは 論「 」 。 、「
29

壇net」に結集していったインターネット上での相次ぐ批判であり 「すべて事実」とは言い難、

い実態が明らかになっいった。

評者を含めて多くの歴史研究者には 「非実証的歴史学」さらには「反実証的歴史学」に対、

する議論の土俵に上がることはできないできた 。結果として、歴史修正主義の潮流を茫観し
30

。 、 。 、「 」た 評者は 考えを改めていかねばならないと考えている 歴史教師としてみると 論壇net

を中心としてまとめられてきた成果は尊い手掛かりである。学校の多忙化の中で、教師の教材

研究のツールはインターネットに限定されつつある。百田氏の現行の歴史教育に対する批判の

妥当性はさておき、様々な検討する視点が提示されていることが重要と思う。

、「 」 、「 」 。しかし 非実証的歴史学 は 実証的歴史学 的対応を踏み越えてこようとするであろう

百田尚樹・有本香著『日本国記の副読本：学校が教えない日本史 は、』（産経新聞社、2018.12）

「45万部突破！驚異のベストセラーは私たちの反乱だ！ 「 日本人の歴史」を取り戻す戦いを」「

すべて語る 「日本国記の隠しテーマ大公開」というキャッチコピーで売り出し 「歴史教科書」 、

批判の書」としての性格を有しているという。評者は、これまでポピュリズム的手法のアカデ

ミズムや教育への浸透に危惧の念を抱いてきた。そうした前線の感覚をよく示しているのもの

に、次のようなものがある 「ナニワの激オコおばちゃん」氏「百田尚樹『日本国紀 。ウソを。 』

書いてるインチキ教科書をこれで撃退したろか は、。」（2019.1.1）
31

『日本国紀』が中学生、高校生にもしっかり読まれてほしいと思います。 もし学この そうしたら、

校で、教師が自虐史観のままの教科書をいまだに使うてたとしても、生徒から指摘を受けることに

そして先生は、いや実はね、と弁解を始めてホンマのことがわかるようになってなると思います。

きたらええなあ、と思います。わざわざ本にして出す、というのはそういう意味もあるんやと思い

ますね。百田さんに感謝、です。

とtweetしている。ターゲットを学校教育・歴史教科書・歴史教師に絞ってきた、ということ

であろう。そして生徒を使って教師に指摘させようというのであるから、教壇に立つ身として

は注意すべき話であろう 。
32

別稿で検討しているように、歴史教育には「非実証的歴史学 「反実証的歴史学」を導き入」

れる要素がある 。さらにいえば、歴史学そのものの評価も低下し、さらには実証的研究を軽33

視する風潮もあるように見受ける 。そうした風潮を踏まえると、日本の歴史学・歴史教育は34

厳しい状況にある。評者は、博士レベルの教員を高校にも配置して、歴史教育の質を維持する

べきだと考えている 。しかし道は平坦ではないであろう。
35

◇ ◇ ◇

「事実」認識に問題を有し、史料を理解していない。先行研究の押さえも、発言は空虚であ
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る。批判を謙虚に受け止めず 「コッソリ改版」して済むと考えている。歴史書としても、著、

作としても、極めて悪質といわねばならない。さらに、こうした著述をもって歴史教育へと挑

戦しようとする。評者は、歴史教師の「実証的歴史学」の面からの底上げを求めたい。しかし

道は平坦ではないであろう。

Ⅲ 『日本国紀』作成の経緯をめぐって．

ろだん「 日本国紀】執筆期間300日で6600冊の参考文献を読み、最低でも１日４枚以上のペ【

ースで原稿を仕上げていた【無理だろ は、本書作成の経緯にかな】」（論壇net、2018.11.28）
36

り無理のあることを指摘する。まず、

安乃雲@ohayo_tokyo／2018年11月28日／返信先: @ohayo_tokyoさん／百田尚樹 日本国紀 #読まず

2018年 1月執筆開始／2018年10月23日頃 最終確認終了？／執筆期間に批判／これは興味深い。／

／「えっ？この時期に、この会話するの？」という発見がありますよ。300日と少々。

2018年1月執筆開始／2018年7月15日第安乃雲@ohayo_tokyo／百田尚樹 日本国紀 #読まずに批判／

／こんなペースある一稿完成のツイート(百田氏)／原稿用紙約700枚／執筆日数(最大でも)195日

の？本出したことないから知らないけど。／2018年11月28日

というtweetを紹介し、

195日で原稿用紙700枚ということは、最低でも一日で四枚以上原稿を仕上げなければならつまり、

／講演会や論壇誌寄稿、虎ノ門ニュース、ニコニコ生放送などでお忙しい百ないことになります。

一日十枚くらい執筆していたとで田尚樹氏が、毎日原稿に集中できていたとは考えられないので、

も考えなければ合理的ではありません（笑）／『日本国紀』は小説ではなく歴史書ですから、執筆

。よりも資料分析のほうが時間がかかって然りです。さすがに無理では…と思うのが普通でしょうね

／しかし、常人では出来なことをやってしまうのが百田先生ということでしょう 「渾身の筆を振。

るった 「すべて事実」などと豪語する通史をこの速度で書き上げてしまうとは、さすがです。」

と見解を示している。歴史を学んだ身としては、１ヶ年で書けることには限りがあると感じる

。評者は、本書作成の経緯に興味を有している。１ヶ年に満たない期間で、日本の通史をど
37

のように著述したかを知りたい、と思う。まだ多くの点が不明なのであるが、透けて見えてき

た点を整理しておこう。

１.「コピペ」をめぐって

「ろだん」氏は 「コピペ」問題こそ 『日本国紀』問題の核心と見て 「論壇net」上に
38 39
、 、 、

、 。 、諸氏の考証作業を集中させて体系的に整理し ある程度の全体像が明らかにした その結果40

少なくとも「３％に及ぶ」分量で 「大学レポートでも確実に落第 「常識ある出版者では、こ、 」

れ以下の無断転載量でも。回収・絶版などの対応をしています」とする 。そして、百田尚樹
41

氏の

『日本国紀』に対する病的なアンチは、Wikipediaと似たような文章を見つけて 「コピペだ！」と、

叫ぶ。／ ／しかし私を憎むもちろんコピペではない！歴史的事実なのだから、記述が似ても当然。

新聞やジャーナリストたちは、アンチの言葉に乗って「コピペ疑惑の本」と書く。まさにモリカケ

と同じ手法！（2019.1.18）

と述べるtweetに対して、
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『日本国紀』の場合には、Wikipediaや先行翻この見解は一見妥当ですが、正しくありません。／

これらは訳とプロットまで酷似しています。また創作性のある翻訳文からの無断転載もあります。

歴史的事実の一致を超えるものです。

と批判する。これだけ「酷似」する例証を重ねて突きつけられても 「コピペではない！」と、

押し通そうとするというのでは、歴史以前の問題で、著述家としての信頼を維持できないであ

。 、 、 「 」ろう そもそも百田氏は １頁とか１％の引き写しを認めており いまさら コピペではない！

と主張しても説得力はない。１頁とか１％と主張していたものがなぜ３％もあるのかにも答え

るべきである。ただし、次項以下に述べるような事情により、百田氏には答えられないようで

ある。

２.「編集者」の役割の謎

、 。 、上述のように Wikipedia等からの引き写しの実態や問題点が具体的になっている 実態は

百田氏の認めた１頁１％を超えて、かなり広範に渉るものとみられる。こうした状況下におい

て「編集者」の有本香氏の役割がクローズアップされる。百田尚樹・有本香著『日本国記の副

読本：学校が教えない日本史 は 「編集者」有本香氏の役割の一端』 、（産経新聞社、2018.12.28）

を「有本 …「調べろ」とか「これは有本さんが下書きを書け」とか言われる と記」（p.211）

しているという。

「 」 、「 」 、「 」 。編集者 の有本氏は 調べ たり 下書きを書 くことまで行っていたというのである

、 。 、歴史学をはじめとする文系の学問領域は 個人研究・個人執筆を基本とする それでも近年は

オーサ―シップをめぐって的確な表記に苦心している。ここで言う「下書き」とは何か。著者

以外の方が「下書き」をし、そのことを明示しないというのなら、学術論文で言うゴーストオ

ーサー、書籍でいうゴーストライターということになるのではないだろうか。また有本氏一人

が「調べ」たり 「下書きを書」いたとは思われないとの指摘がある。出版界のゴーストライ、

ターの広がりと、これまでの百田作品に対する疑念を背景として、ささやかれているもので、

。 、 。断定されているものではない しかし歴史叙述においては 明らかにされるべきことである
42

特に有本氏は、どのように調べ、どのように下書きしたのか。明らかにしていただきたいとこ

ろである 。
43

44
３．参考文献の無いことをめぐって

評者の見るところでは 「事実」どころか「史実」も危ういようである。刊行当初から、参、

（ 「 」 ）考文献の不備を指摘され その後Wikipedia等からの コピペ、 「 」 あるいは 無断転載 等と表記

の指摘がなされる。百田氏は 「参考文献がない」という批判に対して、、

本来、 それは「記紀」含め、これまでに存在し歴史教科書や通史の本に、参考文献はありません。

これは山川（引用者注：歴史教科書大手の山川出たすべての公式文書あるいは古文書だからです。

／にもかかわらず、私のアンチは「百田の『日本国紀』には参考文献がないか版のこと）も同じ。

らインチキだ！」とわめいています＾＾； （11月11日）〉

と述べ、教科書も参考文献を掲げていないことを理由としている。これに対して、小杉みすず

「百田尚樹『日本国紀』の無知と矛盾にネットから総ツッコミが！ 同じ本なのに主張がバラ

バラ、監修者降板騒動も は、」（リテラ、2018.11.17）
45
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…（略）…。あの極右歴史修正主義教科書を推進する「新しい歴史教科書をつくる会」の公式Twit

〈 教科書に参terアカウントが、この百田センセイのツイートを間接的にリツイートしたうえで、「

考文献の記載がない」というのは事実ですが、文科省との検定のやり取りの中で「出典を示せ」と

他社の教科書については言われて「はい、これですよ」というやりとりはあるあるな気がします。

知りませんが〉と投稿したのである。

と述べている。教科書も無謬ではない。しかし間違ってはいけないことはあり、文科省の検定

、 。 「 」に堪え得るように 苦心しているのである そうした厳しさを 新しい歴史教科書をつくる会

も経てきているのであり、同列に見られたくはないであろう。

百田氏は、さらに、

いくつか小さな間違いはあるんですけど、一番腹立つのは、百田のこの本はWikipediaからパクっ

どれだけ資料揃えたかと。山のてコピペしとると。これが腹立ってね。僕ね、この本書くのにね、

ように資料揃えた。 Wikipediaから引用したものとか、あ／その中にはWikipediaもそりゃあるよ。

。でもそんなものはこの本の中の零点何％なんですよ。これ原稿用紙でるいは借りたものとかある

だいたい800枚分以上なんですけど、 なんて原稿用紙に直すと1ページ分Wikipediaから借りたもの

かせいぜい2ページあるかないかなんですよ。／それをもうネット上ではこれ、これ、これも、こ

れもって。それも って。あれ腹立つわぁ～。大半がそれ歴史的事実やし、誰書いても一緒の話やん

もう印象操作やねん （ 追記あり】百田尚樹が「 #日本国紀 」でWikipediaなどからのコピペを。「【
46

自供 （ 虎ノ門ニュース」より、2018.11.20）」「

と述べているという。どうも「引用」ということの意味を正しく理解していないのではないだ

ろうか。また「借りた」ということの意味もよくわからない。Wikipediaから「借りた」もの

は「歴史的事実」で 「誰書いても一緒の話」というのでは、Wikipediaの該項目の執筆者には、

失礼な話ではないだろうか。さらにいえば「山のように資料揃えた」とのことであるが、問題

はきちんと読んだ本はどれで、それをどのように咀嚼したか、ということではないか。

（こインターネット上には、様々な議論が溢れている。ここで百田氏に期待を寄せている方

の意見を引いておこうと思う。まず「草莽隊日記」氏は、こでは仮に「草莽隊日記」氏とする）

刊行前に、本書への期待を寄せて、

日本の通史を書くというのは、膨大な資料を読みこなす力がなければ、まずは不可能で…（略）…

ある。それが百田氏にはあるから、あえて挑戦をしたのだろう その点からしても、注目したいの▼

は参考文献である。徳富蘇峰、平泉澄、伊藤隆といった歴史家、大川周明、林房雄、竹山道雄とい

…（略）…（ 日本を取り戻すために百った思想家や作家の本を、どこまで読み込んだかである。 「
47

田尚樹氏の『日本国紀』を読もう!」草莽隊日記：混濁の世を憂いて一言、2018.10.25）

と述べている。ここで「通史」を書くということの基本を的確に押さえていると思う。山のよ

うに資料を「揃え」ても読み込まなければ話にならないということである 「草莽隊日記」氏。

は、刊行後に

百田尚樹氏の『日本国紀』では物足りないという意見が、保守派からも出ている。後半の部分が自

虐史観を批判していることで、それなりの意義があったとしても、それだけでは駄目なのである。

▼これまで保守派が重ん残念でならないのは、参考文献に何を使ったかを公表する気がないことだ

百田氏のような放送作家はパッチじてきた歴史学者は、いうまでもなく平泉澄である。…（略）…

平泉を参考にすればよかったと思うのは、私ワーク的に自分なりのストーリーを作りがちである。

一人であろうか （草莽隊日記：混濁の世を憂いて一言、2018.11.26、甘んじて国の為に死んでい。
48

った者に敬意を表した平泉澄!）

と述べている 「残念でならない」という落胆と 「パッチワーク的」で「自分なりのストーリ。 、
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ー」に見えるという指摘は、本書の限界と、あるべき姿を示しているように感じた。歴史にし

ても、思想にしても、その他の領域にしても、先行研究、先学の到達点を踏まえることは、重

要なテーマである 。歴史の場合は、先行研究に対する厳密な批判とともに、さらに史料の精49

読とを必要とする 『日本国記』に参考文献の無いのは、先行研究を十分咀嚼していない結果。

ではないだろうか 。
50

◇ ◇ ◇

「コピペ」は証明されており、百田氏自身も認めている。ただ百田氏は、悪いWikipedia等の

ことだと認めておらず 、裁判にならなければよいという姿勢のようで 、無視しようとして51 52

いるように見える 。また編集者の役割は、ゴーストオーサー、ゴーストライターに近い存在
53

、 。 、であるようで 歴史学として見た時に許容すべきものではない 実証的歴史学の立場から見て

参考文献を示さないことによって、問題点の追求をかわそうとしたのであれば、悪質と言わざ

るを得ない 。54

Ⅳ 「反実証的歴史学」の主張．

百田尚樹著『日本国紀』は、それ自体が「反実証的歴史学」というべき内実を備えているよ

うに見える。しかしこうした「反実証的歴史学」を許容しようという時代状況が胚胎としてい

ることを押さえねばなるまい。

１．読者の「歴史を学者の手から一般人に取り戻す！」発言と議論―『日本国紀』読者

のtweetをめぐって―

ことの発端は 「マサハル」氏の、

日本国紀を途中まで読んで思った事。／この本は歴史を学者の手から一般の人の手に移すキッカケ

になる本になる。教科書や学者センセイに対して批判を許さなかった時代から日本国紀を通して議

論された新たな日本史が作られるはずだから （2018.11.10）。

というtweetである 。はじめに見たときには、何が何やら、理解できなかった。歴史は「学
55

者」のものだったろうか。歴史ほど大衆的広がりを持つ研究領域も多くないだろうに 「一
56
。

般の人」って誰のことだろうか 。まさか総理大臣とも親しく、NHKの経営委員を務めた程の57

百田氏のことを指すとは思われない 「教科書や学者センセイに対して批判を許さなかった時。

代」と言われても、思い当たる節がない 。教科書に対して批判を許さなかった時代と言われ
58

れば、戦前の国定教科書の時代が該当するだろう 。ただ「学者センセイに対して批判を許さ
59

なかった時代」と言われると、前近代の国内外の事情を踏まえても思い当たらない。まして現

状は、もっと学術研究を尊重すべきではないかと感じるほどである 。また「日本国紀を通し60

」 、『 』 、 『 』て議論 するといわれても 日本国紀 自体の問題性を考えれば まずきちんと 日本国紀

自体を批判しないと先には行かないだろう。議論すると言っても、百田氏は内容の批判にほと

んど答えられていないように見受ける 「新たな日本史が作られるはず」と言われても、歴史。

は作るものではないだろうし 『日本国紀』自体の問題性を批判せずに議論して作るような歴、

史は、歴史修正主義そのものだろう。

評者も、本書の購読層である一般の方々の受け止め方に興味を有す。ただどうも漠然として

いて十分理解できない点がある 。ここでは、かなり極端な「マサハル」氏の考え方をもう少
61

し見てみたいと思った 「ろだん」氏とのやりとりを見つけた 「マサハル」氏のtweetに対し。 。
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て「ろだん」氏は、

百田先生の著された「物語」をそのまま「歴史」として受そういうことではないと思うんですね。

？ということだと思います （2018.11.10）け入れていいのか 。

とtweetし、対して「マサハル」氏は、

百田氏の歴史を受け入れないなら教科書やこれまでの学者の歴史も受け入れるか検討すべきではな

／ ので全ての通説いですか。 教科書は聖典ではなく、これまでの通説は事実と確定した訳ではない

に疑問をぶつけるのが重要です。／まず貴方が間違いだと思う事を根拠をつけて発言されたらどう

ですか？（2018.11.10）

とtweetしている 「ろだん」氏は、まず「物語」と「歴史」の質的な相違の理解を問う。適切。

。 、「 」 、『 』 「 」 「 」、な指摘である この指摘に対して マサハル 氏は 日本国紀 を 物語 ではなく 歴史

それも「 教科書」と同列に扱うように言う。さらに「 教科書を聖典ではな」い（ （歴史） 歴史）

ことを強調する。いったい検定制度下の教科書が何故「聖典」なのか。その上で「これまでの

通説は事実と確定した訳ではない」とする。この指摘は、百田氏の「 日本国紀』に書かれて『

いることはすべて事実だ」としていたことと関連するようである。つまり『日本国紀』の「事

実」を受け入れないなら、教科書や通説の「事実」も認めないということのようである。そし

て「全ての通説に疑問をぶつけるのが重要」と断言する。評者の見るところでは、歴史の疑問

は通説の中の個別具体的な細部に宿るものである 「マサハル」氏は 「まず貴方が間違いだと。 、

思う事を根拠をつけて発言されたらどうですか？」と「ろだん」氏に投げ返す 「マサハル」。

氏は、百田氏の「 日本国紀』に書かれていることはすべて事実だ」とするtweetに疑問を感じ『

ないようである。

「ろだん」氏と「マサハル」氏との議論を続く 「ろだん」氏は 「根拠をつけて」指摘を返。 、

すも 「マサハル」氏は 「論点ずらし」と一蹴し、議論はそれ以上深まらずに終わる。、 、

、 「 」 。 「 」改めて この マサハル 氏のtweetをめぐる議論について考えてみよう この マサハル

氏の「学者の手から一般の人の手に移す」という主張は、学術的な「権威」に対する批判の主

張のようにも見える 。権威主義の象徴として 「学者」の著述する「教科書」を措定するの
62

、

であろう 。評者も権威に阿るべきではないと思う。ただ権威を批判するには、同じ学術の土
63

俵に立たなければならないであろう 。しかし「マサハル」氏の「歴史を学者の手から一般の64

人の手に移す」という主張は、学者と同じ土俵で、対等に議論しようというものではない 。
65

「マサハル」氏は「教科書や学者センセイに対して批判」を行うという。この批判のあり方に

問題があるように感じる 「マサハル」氏の批判は 「教科書」という存在 「学者センセイ」。 、 、

という存在に対する「批判」ということであり、歴史学の言う批判とは異なる 。66

こうした「マサハル」氏の示した「批判」のあり方は、百田氏ならびに『日本国紀』を支持

する読者層の志向の一端を現しているであろう 。
67

なお 「マサハル」氏に対する批判には、近年の「反知性主義」の議論と関連付けて危惧の、

念を表明するtweetも見られる 。評者の見るところでは「反知性主義」には、多様な解釈が68

あり、やや議論が揺らぐように感じる。しかし歴史教育のような国民のナショナル=アイデン

ティティーに直結する学問・教科である以上 「反知性主義」的な感情論に流されないよう、、

慎重に判断しなければならないものと考えている。

２.「批判されたくない」歴史学の問題点―監修者久野潤氏の主張をめぐって―
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間違っていないという確信があれば、そのように主張すればよいことである。しかし内容の

問題点を指摘されても公には応えずに、いわゆる「こっそり改版」と呼ばれる手法で訂正して

いる 。何故百田氏や取り巻く人々は、頑なにこうした手法に固守するのであろうか。こうし69

た姿勢は、歴史学においては極めて問題が多い。実は監修者の一人久野潤氏は 「歴史学者」、

の立場から、こうした百田氏の手法を擁護している 。評者は 「歴史学者」の見解として興
70

、

味深く拝見した。以下検討しておこう。

『日本国紀』における「監修者」の位置付けは微妙なもののようである 。監修者を配す場71

合、著名な人物、権威ある人物を配して、その書の価値を高めようとする場合がある。しかし

『日本国紀』の場合はそうではない。久野潤氏は、監修者の中で、唯一「歴史学者」と立場を

明示して、見解を示している。ただし久野潤「百田尚樹『日本国紀』をコンナヒトタチに批判

されたくない には、承服しかねる点が多い。この久野氏の見解に対しては、呉」（2019.1.6）
72

座勇一氏の批判もあり、全体的に妥当と感じる 。ここでは、印象深く感じた「批判」につい73

て、評者の見解を示しておこうと思う。久野氏は、自身のフェイスブック上に示した見解を

『日本国紀』へのインターネット上の一部匿名者による批判（とさえ言えぬような罵詈雑言）につ

当方は一切 「監修」にあたっいて御心配の声を頂きますので、念のために書きます。当然ですが 、

私は500ページ超のゲラ全ページに目を通し、２週間かけてほて後ろめたいことなどありません。

もちろん容れられたとぼ全ページにわたって歴史的な事実関係確認をはじめ意見具申をしました。

そのうえで、百田先ころもそうでないところもあり、監修者や協力者はそれを甘受するものです。

生の著作として『日本国紀』を多くの方に読んでいただきたいと思っています。

と紹介している。まず「当方は一切 「監修」にあたって後ろめたいことなどありません」と、

述べる。そうだろうか。評者の見るところ、久野氏は 「監修者」と「校正者」との違いを理、

解していないのではないだろうか。監修者が著者に対して、著者の受け入れなかった箇所につ

いて「それを甘受する」等というものだろうか。監修者は、読者の批判こそ「甘受」しなけれ

ばならないではないか。ところが、続けて

書籍の内容についての諸々の御指摘によって建設的な歴史論議が深まることは、著者にとっても望

むところではないでしょうか。 本名も名乗らず氏素性も告げず、揚げ足／ところが残念なことに、

とる気満々の文脈で「質問に答えろ」とか言ってくるツイッターユーザーがいたりするわけです。

いちおう日々の仕事や原稿そして（有益な）情報収集に勤しんでいる研究者をつかまえて、コンナ

ヒトタチに（←安倍首相調）時間をかけて対応せよと言うつもりでしょうか。万一「返信がないと

いうことは・・・」などと連鎖的に妄想してる方々がいるとすれば、歴史談議の前にまず頭を現実

仮に所属・姓名を明示したうえで問い合わせがあれば、社会に戻していただければと思います。／

私個人の歴史観や史実認識についてお答えすることもあるでしょう。 悪意あるコンナヒトタチでも

が答えさせようとしているのは、明らかにそういうのではありませんよね？

と述べる。ここで久野氏は、百田氏の考えを忖度して「諸々の御指摘によって建設的な歴史論

議が深まることは、著者にとっても望むところではないでしょうか」と述べる。監修者なら、

著者の見解を確認して述べればよいだろうに、なぜ忖度しているのか。久野氏の忖度よりも、

百田氏の見解をうかがいたいものである。

また久野氏は、匿名の批判者を「悪意あるコンナヒトタチ」と批判する。興味深いのは「所

属・姓名を明示」しても答えると明言できない点で、結局答えない伏線にしかみえない。批判

、 、 。 、者に悪意があるか 善意に基づくものなのか どのように判断するのだろうか さらにいえば

悪意ある批判は駄目なのか 。
74

Twitterなど、匿名の方達の批判を排除して 「建設的な歴史論議」を深めようと言っても、、
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それでは議論は深まらない 今回の 日本国紀 叙述に関する批判の中心に位置したのは ろ。 『 』 、「

だん」氏の「論壇net」に結集した方々である。ハンドルネームの多彩な方々の地道な探求に

よって、本書の問題点が明確になったのである。こうした方々の成果を無視して 「建設的な、

歴史論議」など成り立たないであろう 。
75

Twitterは、本名よりもハンドルネームの世界である。ハンドルネームの背後にいる方々の

実態を理解しないけれども、裁判をちらつかせる『日本国紀』関係者のtweetなどを仄聞する

と、自身の身を守る側面もあると思う。ハンドルネーム・匿名の世界は、雑然としている。し

かし本音の部分にこそ魅力があるのではないだろうか。そうした雑然としたものを、著者が受

け止めきらないとすると、監修者は大所高所から、様々な意見を冷静に受け止め、著者に対し

て必要なアドバイスをするべきであろう。

久野氏の「歴史学者」としての姿勢に、評者なりに疑念を呈しておこうと思う。評者の見る

歴史学は、批判に始まり、批判に終わる学問である。史料批判、先行研究に対する批判、論文

、 、 。 。を書いたら 批判を受けて 時には反批判を書く 自身の研究に対する自己批判も必要となる
76

近年、批判を回避しようとする研究者がいることが気になっていた。歴史学者ならば、批判を

恐れてはならない。たとえ匿名の批判であっても、時には真正面から受け止めるべきである。

久野氏は、百田氏を

これまでに蓄積さ「百田氏は知らないだろうから教えてあげよう」という類いの論評の多くが、

への真摯な忠告ではなく 『日本国紀』50万部のれた膨大な教養を駆使して歴史を叙述する百田氏 、

読者を利用した自己アピールに見えてしまうのは筆者だけであろうか。

ともかく『日本国紀』とは、著者―編集者―監修者の間でかなりの議論を経て生み出されたので

ある。各分野の研究史を踏まえた歴史のプロである監修者の指摘を受け入れず、百田史観を貫いた

「学界の通説」部分については、読者も百田氏のそれなりのこだわりを感じて読むことになろう。

にかなっているか否かの判断だけでなく、こうした歴史書の著者が掲げた問題意識や仮説に応えら

学界の末席から願う次第である。れているかを自省できる歴史学界であってほしいと、

と持ち上げる。どう考えても、百田尚樹氏は、歴史学においては「素人」である 「これまで。

蓄積された膨大な教養」など、どこにあるのか教えて欲しいものである。なんで歴史学者が批

判もせずに「自省」などしなければならないのかも理解しがたい。率直に言って、本当に「歴

史学者」といえるのか、評者は疑念を抱いている。

３ 「非実証的歴史学」の視点からの『日本国紀』批評の意味―八幡和郎批評の位置付．

け―

八幡和郎著『 日本国紀」は世紀の名著かトンデモ本か の刊行「 』（ぱるす出版、2019.31.3.25）

予定が告知されている。インターネット上の広告の帯には「大論争に最終決着！」とか「古今

東西の歴史に通暁した当代一の論客が読み解く『日本国紀』の正しい評価」とか記している。

ただインターネット上での八幡氏の批評を見ていると、懐疑的にならざるを得ない。この機会

に評者の見る八幡氏の批評の特徴を記しておくこととしよう。

八幡和郎氏は 『日本国紀』騒動の初期より、積極的に見解を表明して、議論をリードしよ、

うとしていた。当初、八幡氏の論評の趣旨を理解しかねた。基本的に、百田氏にやんわりと諫

める。対して批判的な立場の論者に百田氏の立場への理解を求めようとする印象で、自身の著

書をアピールしつつ議論をコントロールしようとするものと見えた 。八幡氏が一躍注目を集77

呉座氏が百めたのは、呉座勇一氏の『日本国紀』の書評に対して、facebookで 「 拡散希望：、【

】 と田『日本国紀』を盗作のようにいうなら呉座氏の書評は私のアゴラ書評の盗作だ（笑）
78
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して、

『 』 、呉座氏はアゴラのこの記事で 日本国紀 が井沢氏のものに多く拠っていることを批判しているが

この呉座氏の指摘は私がアゴラの記事に書いていることとほとんど内容は同じだ。事実の指摘の内

容も、論旨もとても似ている。盗作！とはいわないが、それに近い。

と述べたことに端を発する論争であろう 「ろだん」氏も「 呉座勇一×八幡和郎①】呉座勇
79
。 【

一氏の書評を「盗作に近い」と八幡和郎氏が非難 」 「 同②】（追：呉座氏が決定的証拠を提示）
80 【

決定的な反証が示されたのに、謝罪せず日常会話を始めるトンデモ」 「 同③】なおも「盗81 【

」 」 「【 】「 、作 の言い掛かりを続けるコメントが発表される 同④ 盗用の言い掛かりをつけたが
82

それは冗談で、非難しているわけではない」と新たに主張」 として取り上げている 「ろだ
83

。

ん」氏は、

「 」 、 。研究者にとって 盗作した と評価されてしまうことは その人の研究人生の終わりを意味します

まして史学界の泰斗として名高い呉座勇一氏が「盗作」していたとあっては、本人のみならず、学

この八幡氏の発言は、それくらい重要な問題を告発し界全体を揺るがす大スキャンダルでしょう。

ています。

と事の重要性を指摘し、検討を加える。やや誇張した表現を用いてはいるが、重大事であるこ

とは指摘の通りである。これに対して八幡氏は、深刻に捉えることができず、亀田俊和氏との

やりとりの中で、 

とはいえ、私はもともと盗作だと非難しているのでなく、単に呉座氏が久野氏を厳しく批判される

冗談めかして書いた 呉座氏を批判も何もしてまなら、その論旨は私のに似てるけどと のであって、

（2019.1.14）せん。

とtweetしている 「冗談」で済むことと、済まないことがあると考えない点に、八幡氏の研究。

というものに対する認識の低さが露呈している。評者の見るところでは、日本史の諸領域の中

で中世史は、難度の高い領域である。史料だけ見ても偽文書が多く、偽には偽の意義がある領

域で、素人にどうにかなる世界ではない。そうした世界で鍛えられている方々に、逃げ口上に

しても「冗談」とは恐れ入った。

さて、八幡氏は「盗作」という強い語を用いて、呉座氏を牽制しようとした。そして、その

非を最後まで認めようとはしなかった。それは何故なのか、ということである 。評者は、井84

沢元彦氏を護るためだと考えている。井沢元彦氏こそ、当代の「非実証的歴史学」の中心人物

であり、井沢氏に対する批判を認めることは、せっかく築いてきた「非実証的歴史学」の陣地

を大きく切り崩されることになるということである。

八幡氏は、謝罪に追い込まれる事態から逃げ切り、さらに 「呉座氏は井沢元彦の功績も認、

めるべき： 日本国紀』論争」 を記す。冒頭、『 85

呉座勇一氏が私のアゴラ記事を踏まえて『日本国紀』問題を考える―歴史学と歴史小説のあいだを

書かれた。正統派の学者でこうした論争を避ける人が多い中で呉座氏の前向きの姿勢を高く評価し

たい。／しかし、私が井沢氏に対する呉座氏の評価、そして、久野潤への批判について、全面的に

とくに、井沢氏が日本史、なかんずく中世史へ関心を持つ人を増やしたことへのは支持できない。

感謝や敬意はその方面の専門家としてあってしかるベきでないかと思う。

と述べる。はじめて読んだ時、なぜ「専門家」である呉座氏が井沢氏に対して「感謝や敬意」
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を表明しなければならないのかと、疑問に感じた。八幡氏は、

呉座氏の「応仁の乱」が47万部も売れたことの何割かだって、井沢氏の啓蒙的著作あってこそだと

私もSB新書から７冊からなる日本史の通史を書いているが、売れないだろうと最後に残った思う。

のが中世史だ。それを『本当は面白い「日本中世史」 愛と欲望で動いた平安・鎌倉・室町時代』

(SB新書)というかたちで出させてもらえたのも、井沢氏が中世史への関心を高めてくれたお陰だと

思ったことがある （井沢氏の啓蒙的歴史論が果たした役割）。

と述べる。つまり呉座氏の著書が売れたのは、井沢氏の「お陰」ということらしい。八幡氏に

とっては、売れるか、売れないか、ということが重要な基準なのであろう。そもそも歴史学に

基づかない井沢氏の著作を「啓蒙的著作」といえるのだろうか 。86

八幡氏は 「井沢氏の啓蒙的歴史論が果たした役割 「一理ある歴史学界の「史料至上主義」、 」

への批判 「百田氏は疑問点の指摘にむしろ感謝すべき」の三節に分けて論じている。まず八」

幡氏は、

私も呉座氏と同様に井沢氏がしばしば示す陰謀論的な考え方には賛成しかねる。しかし、世の中の

、 、ために害毒をまき散らしているほどでないと思うし、週刊ポストの毎週 連載の記事のほとんどは

（ 井沢氏の啓蒙的歴史論が果たした役割 ）正しい知識の流布にも貢献していると思う。「 」

と述べる。どうして 「陰謀論的な考え方」の論が「正しい知識の流布」に「貢献」できるの、

か。歴史学を修め、ある程度、史料を扱う訓練をしている者としては、理解しかねる。どうも

違う見解に立つ方々もいるように見受ける 。八幡氏は、歴史学界の「史料至上主義」を批判
87

して、

（評者補足：呉座氏の見解の内）新史料によって自説が否定されたのに、屁理屈をこねて自説に固

執する方がよほど恥ずかしい」といっているのは、① ／その部分だけみれば正しいように見える。

（ ） 、 、 、… 呉座氏見解引用：略 …／しかし 多くの場合において ②呉座氏のような文献学者にしても

それよりはるかにひどいのは考古学者なのだが、③発見され、彼らが確実と評価する資料からだけ

歴史を組み立てすぎる傾向があると思う。 自分が発見した資料や遺物の値打ちを高めたしかも、④

／そいがゆえの作為もしばしばであり、皆さん、たいへん大新聞やテレビの利用がお上手である。

⑤とくにひどの結果、毎年のように「世紀の大発見」があったり 「常識が覆ったり」している。、

で、出雲では遺跡があまり発見されずに記紀においては出雲が重視しているが、それいのは古代史

ほど重要な地域でなかったのではないかというのが「通説」になっていたのが、遺跡が二つほどみ

つかったら、記紀の位置づけ以上の重要地域に昇格だ。／しかし、記紀であのくらい重視されてい

一般の人は思っていたわけで、その常るのだから、かなり重要な古代の中心地域だっただろうと⑥

ということだ。山本勘助も甲陽軍艦にああ書いてあるのだから、それな識の方が正しかったらしい

りの重要人物としていたかもしれないとも普通は思う。／ところが、確実な資料がないからといっ

願わくば、確実てほとんど断定的に否定し、そして、確実な資料が出てきたら、掌返しである。⑦

な資料がなくとも、ばっさりとは否定せず、新しい資料が出てきても、必要以上に通説を変えない

で欲しい。 そして、仲間内の通説なるものを、あまり確実なものでなく、将来において変わる可／

能性も高いというように世間には話して欲しいと思う。 旧石器時代の遺跡捏造にみられ／また、⑧

、 、 、るように 専門家集団の眼力も限界があるとか ⑨過去や大御所的大先生の発見でかなり怪しいが

学界での勢威がゆえに健在なうちははっきり否定しないなどということも多いのではないかと思う

みんなそ（呉座先生ご自身はそういういい加減な権威としっかり戦う力と勇気がある方だと思うが

、うではない 専門家への不信 を崩すきっかけは）。 、／⑩ にはそれなりの理由があるのであるし そこ

（ 一理ある歴史学界しばしば、在野の愛好家、作家、まったく他分野の専門家の指摘なのである。「

の「史料至上主義」への批判 ）」

と述べている。やや長い引用となったが、表現に微妙なニュアンスを含むので、評者の理解の

妥当性の可否を判断していただくためにも、可能な範囲で引用して、明確にしようとしたつも
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りである。まず、確認しておきたいのは、八幡氏の歴史学者に対する認識である。①の「その

部分だけみれば正しいように見える」というのは、結局は呉座氏の主張は「正しくない」とい

うことであろう。②の「それよりはるかにひどい」というのは 「呉座氏のような文献学者」、

も「ひどい」が、ということであろう。その上で②において 「考古学者」を一括りに「それ、

よりはるかにひどい」とする。また⑤において 「とくにひどいのは古代史」とする。、

ついで 八幡氏の考古学者や歴史学者を ひどい とする理由を確認しよう ③において 発、 「 」 。 「

、 」 、見され 彼らが確実と評価する資料からだけ歴史を組み立てすぎる傾向があると思う といい

④で「作為もしばしば」あること 「大新聞やテレビの利用」を指摘する。評者の見るところ、

では、考古学は、遺物・遺跡の「編年」と分布論によって構築する学問で、歴史学に比して、

日も浅く、急激に拡大したために、学問的に未熟な点はあろう。しかし次第に堅牢な学問に成

長していると感じる。今日の歴史学では、考古学の成果を無視することはあり得ないのではな

いか。八幡氏の指摘するようにそれほど多くの作為がなされているのならば具体的に指摘して

。「 」 、 、いくべきだろう 大新聞やテレビの利用 というが 遺物・遺跡の発見や新出史料の発見は

。 、 。考古学・歴史学のごく一面である 地域の期待が大きいからこそ 脚光を浴びることもあろう

しかし考古学は、地道な積み重ねに裏打ちされた、基本的に地味な学問だと思う。考古学・歴

史学の本題は、発見された遺物・遺跡や新出史料をどのように意義づけるかということであろ

う。また「確実と評価する資料からだけ歴史を組み立て」るということを批判するが、そもそ

も「確実と評価する資料」と何のことだろうか。八幡氏は、史料批判ということを理解してい

ないのではないだろうか。ただ、敢えて言えば 「不確実と評価する資料」を用いて「歴史を、

」 、 「 」 。組み立て たり 史料に依拠せず 歴史を組み立て たりすることの方が問題なのではないか

八幡氏は、⑦において「願わくば、確実な資料がなくとも、ばっさりとは否定」しないで欲

しいとの希望を表明している。ただ、資料もないのに、何をどのように否定するというのか、

よくわからない主張である 。例示する山本勘助についての議論も、山本勘助と『甲陽軍鑑』
88

をめぐる着実な議論の中で展開されたことで、山本勘助に関する新出の文書群の発見により、

『甲陽軍鑑』の理解も着実に深まっているように感じる 。侃々諤々の議論もせずに 『甲陽89 、

軍鑑』の記述を墨守していたのでは、現在の深い理解に至ることはできなかったであろう。八

幡氏は、さらに⑦において「新しい資料が出てきても、必要以上に通説を変えないで欲しい」

との希望を表明している 「新しい資料」が出てくれば、すぐに通説が変わるというのではな。

く、議論を通じて、通説が変わることもあろうし、変わらないこともあるだろう。変わるか、

変わらないかは議論の結果である。その間の論文を通じた議論こそが重要なのである。

また⑦において「仲間内の通説」と記している。歴史研究者は、通説を「仲間内」のものと

は思っていないであろう 「仲間」の内外を問わず、現状で最も信頼できる説と言うことであ。

る。評者の見るところ、歴史学は、批判に始まり批判に終わる学問である 「仲間内」で庇い。

合うような世界ではない。通説とは、現状において認めざるを得ない説であり、研究者ならそ

のいくつかを乗り越えようと考えて、史料と格闘しているであろう。八幡氏は「あまり確実な

ものでなく、将来において変わる可能性も高いというように世間には話して欲しいと思う」と

希望を記している。歴史研究者は、自身で将来通説を覆そうと思っていても、そういうことは

いわない。自身の覆せない通説を「将来において変わる可能性も高い」などというのは、誹謗

中傷の類いで、それなら論証を示して欲しい、ということになるだろう。定説を覆すのは、そ

のことを史料を用いて論証した時となる。

、 、 「 」 。前述のことから 八幡氏は 歴史学を 仲間内 の閉じた世界のものと見ているようである

⑨において「過去や大御所的大先生の発見でかなり怪しいが、学界での勢威がゆえに健在なう
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（呉座先生ご自身はそういうちははっきり否定しないなどということも多いのではないかと思う

」という。学閥的ないい加減な権威としっかり戦う力と勇気がある方だと思うがみんなそうではない）

。 、 。子弟関係のことを指しているのであろうか 歴史学には 様々な学統があることは事実である

その多様な学統の存在が歴史学を強いものにしているともいえよう。歴史学の学統は、哲学な

どとはやや異なるが、共に学ぶ中で、分析方法を継承すると共に、問題意識を継承することが

多いように感じる。しかしいくら権威ある恩師の説とは言え、史料に基づく議論に「健在なう

ちははっきり否定しない」などという歴史研究者がいるとは思えない。そんなことをしていた

ら、第三者に出し抜かれるのが関の山である。また多くは、権威ある説、恩師の説を乗り越え

ようとして努力しているのであり、そうしたことが学恩に応えるということなのである。もっ

とも八幡氏は「多いのではないかと思う」とか「みんな」とか曖昧にしている。それでも、こ

うしたレッテル貼りは、誠実に努力している歴史研究者の実態と乖離しているのであり、事実

があるなら具体的に名前を挙げて指摘するべきである。

八幡氏は 「学者」の見解を否定的に見る。一方⑥で「一般の人」の「思っていた」こと、、

「その 常識の方が正しかったらしい」と「一般の人」の「常識」を高く（評者補：一般の人の）

評価し、⑩において「専門家への不信にはそれなりの理由があるのであるし、そこを崩すきっ

かけは、しばしば、在野の愛好家、作家、まったく他分野の専門家の指摘なのである」と述べ

る。評者としては、もう少し例示していただきたかった。実は「そこを崩すきっかけ」となっ

たという「そこ」が何を指すのか、鮮明でないように感じる。評者は「専門家」を指すとみた

が、違和感が残る。というのは⑧の「旧石器時代の遺跡捏造にみられるように、専門家集団の

眼力も限界がある」とする記述である。改めていう言うまでもないかもしれないが、2000年に

発覚した「旧石器捏造事件」に手を染めたのは 「在野の愛好家」である。そのことを見破れ、

なかった「専門家集団」である考古学者達は信頼を大きく「崩すきっかけ」となった。こうい

う解釈では、歴史家は「在野の愛好家、作家、まったく他分野の専門家の指摘」に細心の注意

をするようにということになり、どうも八幡氏の言いたいことと違うように感じる。評者の国

語力の問題かもしれないが、八幡氏は、こうした例は「しばしば」あるというのだから、もう

少し例を挙げていただけるか、具体的に記していただけるとよかったと思う。

改めて、この「在野の愛好家、作家、まったく他分野の専門家の指摘」という箇所は、重要

な箇所だと思う。ここで「作家」という中には、当然井沢元彦氏を含むであろう。また「まっ

たく他分野の専門家」というのは、八幡氏自身を含むであろう。つまり、八幡氏は、自身と井

。 、沢氏とを同じグループとして理解しているということを示しているのである この記述の後に

八幡氏自身の著述の意義を強調している。つまり八幡氏は、井沢氏と同じ立ち位置、つまり評

者のいう「非実証的歴史学」の立場と言うことになるのである。

評者は、八幡和郎氏の著作を読んだことはない。したがって、ここでもインターネット上の

情報による見解となる。八幡氏には『本当は謎がない「古代史 と」』（ソフトバンク新書、2010）

いう著書があるとのことである 「魑魅魍魎」氏は、
90
。

「伊勢の暗号」やら「蘇我氏の正体」やら 「万世一系の欺瞞」やら，そんな本が数多ある中，逆，

もっと素に衝撃的なタイトルの本．昨今の「歴史」と称する珍説トンデモ説の跋扈に憂慮を抱き，

氏の説がどこまで正しいのかはさておき，このようなアンチ直に記紀を信じましょう，という本．

テーゼはなかなかに有意義．特に，魏に使者を送っていたのは，必ずしも日本最大の国家である必
91

要はない，という主張は目からウロコ （． 2013.6.04 ）

と感想を述べている 「謎」とは疑問と置き換えてもよいであろう。謎や疑問を持たない歴史。
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学は、何かを信じなければならないということになろう。評者の見るところでは「反実証的歴

史学」の最終的な到達点は「謎がない」歴史学ではないだろうか。そのように考えると、八幡

氏は 「非実証的歴史学」の立場というよりも「反実証的歴史学」に親和する立場と見なすべ、

きかもしれない 。
92

八幡氏の一連の批評は、井沢氏と同じ「非実証的歴史学」の立場より記されたものである。

また『日本国紀』騒動を奇貨として、より基盤を固めようとしているように見える。評者の考

えによれば 「実証的歴史学」を理解しない八幡和郎氏では 「百田尚樹著『日本国紀』騒動」、 、

に対して「大論争に最終決着！」をつけるとか 「 日本国紀』の正しい評価」を論じるという、『

には役不足であり 「反実証的歴史学」寄りの「非実証的歴史学」の立場から、自身に都合の、

よい「決着 「評価」しか与え得ないであろう。」

４ 「皇室」への接近に対する危惧．

「反実証的歴史学」が、批判を認めず、依拠するものを有す必要があるとすると、百田氏が

「皇室」への論及を増していることが気にかかる。百田氏は、

私が『日本国記』で伝えたかったことのひとつは、日本の皇室の不思議な力です。日本は萬世一系

の皇室のもとで国体がある、これは世界的に見て奇跡です。…（略）…（百田尚樹「2019年からの

天皇と日本を語ろう 『FLASH』2019.1.1･8･15合併号）」

と述べている。ここで「不思議な力 「奇跡」というのでは、歴史にはならない 「皇室」に」 。
93

対する盲信を煽る存在は、再び日本ならびに「皇室」を危機に導くのではないかと危惧する。

、「 」 。日本のナショナル=アイデンティティーを考える時に 皇室 の問題を抜きにしては語れない

礼賛を競うようなスタンスに立つべきではなく 「皇室」を利用して自己を正当化しようとす、

ることのないよう厳に誡めるべきである。時あたかも平成31年 は、天皇の譲位の予定（2019）

されている年である 「皇室」をめぐる議論は活況を呈すかもしれない。しかし今上陛下が敢。

えて譲位という道を選んだ意味を考えれば、時流に乗って「皇室」を利用するような言論は慎

み、深く思索をめぐらす時期ではないか。

◇ ◇ ◇

「反実証的歴史学」は批判を受け入れない。閉鎖性をポピュリズム的志向や様々な権力と絡

、 。 。まりながら補い 影響力を有すに至る 新興宗教の信者にも例えられる読者に批判は通じない

また「反実証的歴史学」は「非実証的歴史学」を基盤とする必要のあるものであることもわか

ってきた 「非実証的歴史学」の論者は、百田直樹著『日本国紀』騒動を奇貨として 「実証的。 、

歴史学」からの批判をかわしつつ 「反実証的歴史学」へと触手を伸ばしているように見受け、

られる。こうした状況の中で 「実証的歴史学」の有す資産は、愚直に批判を積み重ねるしか、

ないのではないか。歴史学の評価は、長い期間のかかることだと考え、あくまでも正統な批判

で応戦していくべきだと考えている。

おわりに

歴史は慎重に取り扱わねばならないものである。歴史家は史上の人々に評価を下す存在であ

り、細心の注意を要す。面白ければ良いというものではない。たとえば、自分たちが面白半分

に扱われたら嫌ではないのか。百田尚樹著『日本国記』は、広く読者を得て、2019.2.現在65

。「 」 。万部の発行部数に達しているという 反実証的歴史学 の金字塔を打ち立てた書といえよう



2018.11頃からスマホを見ていて気になりだした。未だにスマホをうまく操れない。年末年始はかな1
りの反響があった。しかし２月頃には、下火になり出した。批判の中心となった「ろだん」氏も「完
全に『日本国記』は終息したなぁ。記事に取り上げるようなネタすらなくなった。そろそろ総括の記

事を出す時期かな… （2019.2.13）とtweetしている。インターネット論壇は、時流・鮮度が大事と。」
いうことであろう。ただ着実に検討を加えている方々がいることも大事なことである。たとえば「cos

tarica」氏の海外要人の発言をめぐる着実な検討など、真摯な探求には頭の下がる思いである。また
歴史教育領域では浮世博史「 日本国記』読書ノート （こはにわ歴史堂のグログ、https://ameblo.jp『 」

/kohaniwa/）は110回を越える連載となって続いている。こうした着実な批判・検証こそ、次に繋がる
ものであろう。

拙稿「｢非実証的歴史学｣を歴史教育に導き入れるのは誰か―近年の歴史教育研究の成果を中心とする2
批評的考察―」(教育社会史史料研究』14、2018.12）
拙稿「歴史教育における｢非実証的歴史学｣の成果の利用をめぐって―インターネット言説の成果を中3

心とする批評的考察―」(教育社会史史料研究』14、2018.12）
前註稿pp.48-49。4
評者は、百田尚樹氏についても 『日本国紀』についても、さほど興味があるわけではない。興味を5 、

有すのは、｢反実証的歴史学｣をめぐる議論の行方である。したがって、該書を購入しておらず、読ん

でもいない。どうも初版の１刷～３刷までと、４刷～８刷以降との間に異動があるとのことである。2
019.2.時点では、９刷以降、あるいは再版以降でさらに大幅に変わる可能性もある。こういう売り方

。は問題であり、こういう書籍を読んでから批判するように言うのは、より問題が大きいと考えている
読んでから批判して欲しい、というのは、一見すると妥当な見解である。しかし「コッソリ改版」し6

―(20)―

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）

歴史の評価に虚飾は通じない。後世、この書がどのような評価を得ることになるものか興味深

いものがある 。94

私見では、ゴーストライター・ゴーストオーサーは一般書においても認めるべきではない。

関係者は必ずどこかに記名すべきである。引用などは本文と明確に区別し、Wikipediaは「ク

リエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植 」というルールを明記している（CC BY-SA3.0）

のであるから、そのルールに従う 。間違いを指摘され、受け入れる場合には、指摘者に謝辞
95

、 。 、 、を呈し コッソリ改版などはしてはならない こうしたことは 歴史の議論以前の問題であり

徹底的に追求すべきと考える。なお第一に責任を問われるべきは著者である。さらにゴースト

・ライター、ゴースト・オーサーの責任も問われなければならない。ただしこうした手法を販

売戦略に織り込んでいる出版社の問題が根本にある 。さらにいえば、出版だけの問題とは、
96

言えないかもしれない。森友事件に関する財務省の公文書改竄事件、厚労省の不正統計問題な

ど、あまりにも納得しがたい改竄事件が横行しており、正確に記述することに対して、感覚が

鈍っているのではないだろうか 。
97

「非実証的歴史学」は、さらに「反実証的歴史学」へと触手を伸ばそうとしている 「反実。

証的歴史学」の世界は、批判を許さない、信じることを求める世界である。当面は、本書の影

響に十分留意すべきであろう。特に歴史教育にどのように波及していくのかを注視しなければ

ならない。歴史教育においては 「非実証的歴史学 「反実証的歴史学」の潮流を排除すればよ、 」

いというものではなく、逆手に取る手法を模索したい 。そのためには、教師が「実証的歴史
98

学」の基礎を身につける必要があると考えている。

「実証的歴史学」は、史料の精読に基礎を置き、やや難解な議論を展開する。一般の方に容

易に理解できる領域とは言い難い。旧来「非実証的歴史学」に対して介入することは少なかっ

た。しかし現状は、きちんと見解を表明すべき段階にあると考える。

、 。 、歴史家・歴史研究者の多くは 通史書を記すことは少ない しかし個別具体的な歴史研究は

通史的問題意識の上になされているものである。また歴史教師は、春夏秋冬、歴史の通史を語

る存在である。こうした方々も本書を用いる場合には、十分検討して、活用すべきと考える。

末尾ながら、評者も茫観している場合ではない 『日本国記』を講読して論戦に参加しなけれ。

ばならないのであろう 。
99



インターネットは、出来事の展開、関係者の反応をタイムリーに伝えてくれる。こうした動向を評者7
なりに紙媒体に整理して残す必要があると考えた。残念ながら、評者は、インターネット上の議論を

構造的に理解できていない。上記の別稿を記すに当たっては、試みとしてインターネット上の議論を
参考にしつつ論じてみた。ただTwitterには 「なりすまし」など、様々な問題点があるようなので、、

利用を控えた。今回、百田尚樹著『日本国紀』についての刻々と変化する反響には、Twitterの情報は
重要な意味を有すように感じた。返すがえす残念なのだが、筆者にはTwitterがよく理解できない。し

かしまとめサイトなどを通してみることができた。Twitterの情報は、率直な感情や感慨が表出してい

る点に妙味があるように感じる。そこで、拙評では、Twitterの「まとめサイト」なども参考にしてい
くこととした。この点、御批判賜ると共に、御教示願えればと考える。

なお、引用に際しては、可能な限りコピペ（コピー＆ペースト）して整えたいと考えたが、手入力に8
よらねばならなかった箇所もある。またインターネットという特性と、即時性の求められる展開の中

で、しばしば誤入力のあることに気づいた。一定程度許容されることであり、またやや煩瑣となるの
で、敢えて「ママ」とルビを附すことはしないこととした。

歴史＝物語という理解には、批判が呈されている。百田氏の歴史認識の問題点を端的に示している認9
識として興味深い。実は、類似した表現をどこかで見たように思い、確認したところ、與那覇潤「歴

史を忘れ去り、言葉を「凶器」として使う時代をどう生きるか：うつを体験した元・歴史学者の「遺
言 （聞き手／現代ビジネス編集部 （2018.6.16、https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56069、」」 ）

最終確認日、2018.1.8）に

『中国化する日本』…（略）…私は学者として、実証史学を批判したことは一度もありません。

でも、あくまでもそうした諸研究の成果を借りたもので、自分の発見ではない、と明記しました
…（略）…から。

とあることを確認した。與那覇氏は「実証主義を批判」しなかった。しかし理解もしなかった 「非実。

証的歴史学 「反実証的歴史学」の潮流という点では、與那覇氏と百田氏とを連続した流れとして捉え」
る視点を必要とするのではないか。

浮世博史「百田尚樹氏『日本国紀』は随筆である…定説と大きく異なる部分、事実誤認部分 （Busi10 」
ness Journal／2018.12.01、https://biz-journal.jp/2018/12/post_25730.html／最終閲覧日2019.2.

5）は、現職の高校教師としての広い視点、合理的視点から検討を加え「本書はあくまでもC0095で、
「文学・評論・随筆」です。読者諸氏は、これらの定説や多くの研究者の説明を覆すようなものでは

ない、と考えてほしいと思います」と注意を喚起する。評者は面白くみた。ただし『日本国紀』がコ

ピペ問題、難問を抱えており、真正面から対応しようとすると、限界を見誤って空虚な議論になるの
ではないか、という危惧を抱く。また評者の見るところでは『日本国紀』を「随筆」とすることは妥

当ではない。随筆をコピペで作成するなどあり得ないであろう。なお註１に記すように、浮世博史氏
の『日本国記』読書ノート」は、歴史教育の立場からの誠実な検討で、頭の下がる思いである。

https://snjpn.net/archives/78555、最終確認日2019.1.3。11
https://lite-ra.com/2018/12/post-4403_4.html、最終閲覧日2019.1.28。12

西岡研介氏の「百田さん、ノンフィクションを舐めるなよ （2015.2.21）というtweetが心情をよく現13 」
している。

リテラ編集部は 『殉愛』を「ノンフィクション」と認めず 「悪質な誹謗中傷本」とする。確かに14 、 、
「ノンフィクション」とは言い難い。さらに「フィクション 「小説」ということもできないであろう。」

このことは 『日本国紀』の位置付けを考える上で示唆的である。、

https://twitter.com/hyakutanaoki/status、最終閲覧日2019.1.3。15
百田尚樹氏のtweetを拝見すると、非常に強い言い方を好むように見受ける。Twitterという媒体の16

特性と関係するのであろうが、tweet間の矛盾をしばしば指摘されている。
https://rondan.net/6360、最終閲覧日2019.2.4。17
『日本国紀』を「トンデモ本」とみる論者は多い。しかし、ろだん「 日本国紀】原田実氏（と学18 【

会 ・長谷川亮一氏（近現代史家 、トンデモ本ですらないコピペ寄せ集めと一喝 （論壇net、https:/） ） 」

/rondan.net/13605、2019.1.21、最終閲覧日2019.2.12）は 「トンデモ本ですらないコピペ寄せ集め、
の偽書：ご都合主義の愛国心でツギハギ？ 慰めとしての百田尚樹『日本国紀 （サイゾー、2019.』」

2）を紹介する、原田実氏の「トンデモ本とは呼びたくない」という発言を転載している 「トンデモ。
本」の語を普及した「と学会」の考え方からすると、楽しむために必要な発想の過剰さが無く、発想

が貧しくて楽しめない、ということのようである。なお「ろだん」氏は、一応「トンデモ本」の範疇

で考えているようである。
拙稿「歴史教育における｢非実証的歴史学｣の成果の利用をめぐって―インターネット言説の成果を19

―(21)―

て、いつ果てるともない本を買うだろうか。評者は買わない。また買うように勧めるべきではない。
安定した段階ではじめて、自信をもって勧めるべきである。なおネット上には、学校図書館に配架す

るか、しないか、という議論もある。コッソリ改版しているような図書を中途半端に配架すると、ま
た買い直さねばならないことになり、思わぬ批判を招くと考えるべきであろう。

教育社会史史料研究 第15号



https://rondan.net/10114、最終閲覧日2019.1.3。20
「論壇net」の記事は「今回は第８刷を見越して、是非修正いただきたい箇所の指摘です」と述べて21

いる 「下書き」がそのまま印刷されているという批判を受けても致し方ない状況で、こうしたやり方。
では、いつまでたっても完成版を見ることはできないであろう 「漢文能力０」なら、ある程度漢文の。

読める方に確認すればよいことで、その点を謝辞で述べればよいことである。さらに議論を見ている
と 『明史』に当たり直していないようで、さらにいえば、何故『明史』なのだろうか 『明実録』に、 。

も記録があるのであるからきちんと確認すればよいのではないだろうか。編集者や監修者もおり、ネ
ームバリューもある幻冬舎の記念出版だというのに、なぜこうしたやり方をしたのだろうか。

ここで百田氏の「漢文」授業廃止の提起に論及している。小杉みすず「百田尚樹が中国憎しで「漢22
文の授業を廃止せよ」とバカ丸出し！ 右派の大好きな教育勅語も明治憲法も漢文なんですけど…」
（リテラ、2017.04.30、https://lite-ra.com/2017/04/post-3122.html、最終閲覧日、2019.1.3）に

よれば 「SAPIO （小学館）2017年５月号に「中国を偉大な国と勘違いさせる「漢文」の授業は廃止せ、 」
よ」と題して寄稿しているとのこと。リテラ記事は厳しく批判している。評者も同感である。

「論壇net」の記事は、ついで『古事記』の記事に関する箇所を取り上げ 「まとめ」で「著者の百23 、
田氏や幻冬舎担当者は、どうぞ慌てずにしっかり一次資料を調べてから修正されることをお勧めしま

す」と述べている。指摘の通りなのであるが 「辞書を引くことから始めた方がよいかな」という感想、
である。

水島朝穂「コピペ時代の博士号―独国防相の辞任 （平和憲法のメッセージ、2011.3.7、http://www.24 」
asaho.com/jpn/bkno/2011/0307.html、最終閲覧日2019.2.14）は、ドイツのグッテンベルク国防大臣

の学位論文における剽窃不正に関するもの。実際の論文を検討した上でのエッセイであり、

…（略）…グッテンベルク前国防大臣のその博士論文である 『憲法と憲法条約―米合衆国と欧。

州連合における立憲的発展段階 。2009年発刊で、総頁数は475頁である。このシリーズのなかで』
は大分な方に属する。／私はこれを入手し、ざっと読んだものの、印象に残らなかった。事実叙

文献目録だけで49頁(S.述がひどく細かいわりに 一つひとつの分析・検討の面が薄かったからだ、 。
416-464)もあって、本当にこんなに読んだのかと思うほどの分量である。最近の博士論文の傾向

…（略）…脚注なのだが、パソコンの検索機能やデータベースの法令・判例検索などを使えば、
。 、 。でその部分をズラリと並べて見せることも容易である 実際 脚注には文献の頁数の明記がない

おそらく、データベースの検索機能でヒットしたものをコピーして若干加工してペーストしたも
のだろう。

と述べている。現在のパソコンなら「文献目録」を整えること自体は難しいことではないことは明ら

かである。なおグッテンベルク論文に対する水島氏の指摘は、日本の事例を考える上でも興味深い事

例である。
ろだん「 弔歌】見城徹vs桜ういろう【特攻からブロックまでの系譜 （論壇ネット、https://rond25 【 】」

an.net/9044、最終閲覧日、2019.2.13）は 「桜ういろう」氏の幻冬舎社長見城徹氏宛ての「正誤表」、
を求めるtweetの顛末を整理する。最後はブロックされてしまう。tweetを見ていて、

見城社長に日本国紀の正誤表公表を直舎弟がいて気分よさそうですね。／私がなぜ「兄貴」たる

訴する理由が分かりますか？／御社の高部さん、取締役Ｓさんにメールや電話をしても埒がが明
／普通は社長を矢面に立たせぬよう、部下が汗を流すものですが・・・／ぜひかないからです。

読者の利益にご配慮を（2018.12.12）

とあるのが気になった。ようするに幻冬舎挙げての対応と言うことであろう。

https://rondan.net/10114、最終閲覧日2019.1.3。26
幻冬舎の記念出版でもあり、見城徹氏にとって大事な書だということはわかる。しかし、これだけ27

の批判を無視し続け、裁判をちらつかせるなど尋常な対応とは思われない。見城氏は、

それはプロパガンダやジャーナリズム、政治［日本国紀］は百田尚樹という個体の表現なのだ。
とは最も遠い所に在る。／作品を貫いている作者の想いを読者はどう受け取るだろうか？／［日

本国紀］は古代から近代まで日本国を護るために命を賭した英霊たちに捧げられた百田尚樹の遺
書だと僕は思っている （2019.1.4）。

とtweetしている。全体としてみても 『日本国紀』の実態から乖離していると思う。特に『日本国、

紀』を「百田尚樹という個体の表現」とするのは、百田氏を顕彰しているようで、実は百田氏一人に

責任を帰せしめようとする意図によるのではないだろうか。幻冬舎には幻冬舎なりの、特に読者に対
して果たすべき責務があろう。

―(22)―

中心とする批評的考察― 『教育社会史史料研究』14、2018）に「附記」した雑感（2018.11.27記）に」
補足して再掲した。

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）



―(23)―

「百田尚樹氏の「日本国紀」が話題 すべて事実と宣伝するも問題点」2018.11月16日、HARBOR BUSI28
NESS Online、文・GEISTE、http://news.livedoor.com/article/detail/15603427/?p=4、最終閲覧日2

018.11.27。
「ベタな偽史の法則 （https://wiki.chakuriki.net/index.php/%E3%83%99%E3%82%BF%E3%81%AA%E5%29 」

81%BD%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87、Tweet Follow @chakuriki、最終閲覧日2019.2.14）の
中に「まともな歴史家はたいてい無視する 「もしくは反証をきちんと行う」という指摘があった。現」

状の「偽史」研究は、本格的な研究段階に入ろうとしているようであり、小澤実編『近代日本の偽史
言説：歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー （勉誠出版、2017）など、アカデミズム系統の研』

究者による研究も刊行されるようになっており、前半の指摘は正しくないであろう。現状は、補足と
思われる後者の方向性へと向かっているようである。ただし、まだ学界において十分に認知されてい

るとは言い難いようにも見える。前者の指摘のような感覚も残存しているということであろう。その

他興味深く感じたものを掲げると「作成者の立場や願望が読み取れることが多い」という。研究結果
としての歴史ではない以上、読み取れないようでは存在する意味もないであろう。また「発見者が資

料の全面公開を拒み続けている」という。公開するようにと言われても、公開してしまっては 「イン、
チキ」が露見してしまうので公開できないであろう 「偽史」をどのように見るかは、さらに考えて見。

たいが、この二点の条件は偽史判定上重要な観点と思われ、百田尚樹著『日本国紀』を考える上でも
示唆に富む指摘と考える。

歴史学者の中では、呉座勇一氏が『朝日新聞』紙上、ならびにインターネット上で要点を突いた批30
評をしている。ただ、評者を含めて多くの歴史学者は総じて茫観しているように見える。

https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-508.html、最終閲覧日2019.1.3。31
残念ながら、近く教壇から退かねばならない身としては残念に感じる。生徒と喧々囂々やりあうの32

も面白いのではないか。善し悪しは別にして、戦後の新制高校の一部には、侃々諤々議論する気風が

あったようである。しかし評者の勤務する現任校にはそうした気風はない。
註１拙稿参照。33
與那覇潤「歴史を忘れ去り、言葉を「凶器」として使う時代をどう生きるか：うつを体験した元・34

歴史学者の「遺言 （聞き手／現代ビジネス編集部 （2018.6.16、https://gendai.ismedia.jp/artic」」 ）

les/-/56069、最終確認日、2018.1.8）は、実証史学に対して、

「教育者」としては 「実証史ただし――これも職場を辞めたおかげで本当のことが言えるけど、 、
、それが伝わったのかな学者ってどうなんだ」という気持ちをずっと持っていたのは事実なので

。 、 、とは思います ／たとえば実証をやっている先生が 学生に古文で書かれた昔の史料を見せたり
場合によってはお寺なんかに連れていって、本当に生の原文書に触れさせる。もちろん大学院に

進んで研究者を目指すような子にとっては、貴重な第一歩でしょう。でも、それ以外の大多数の
学生は、そこでなにをしているんですか？ という話です。／ストーリーのない、単なる「キャラ

の集合体」としてしか歴史が享受されない現在では、それは単なる「究極の萌えアイテム」に触

れさせていることにしかならない。／そこが見えていない人たちが 「どうして世間では 『日本、 、
すごい本』のようなエセ歴史書ばかり売れるんだ、けしからん」といくら言おうと、世の中は変

次はもっと巧妙化した「バレないわりません 「公文書の管理！保存！」とだけ叫んでいても、。
森友問題」が起きるだけで、なにもよいことは起こらないのと同じです。

と述べている。歴史家を廃業したからこそ言える本音とのことである。失礼かもしれないけれども、

数年教壇に立って「教育者」だという感覚は、私のように30年以上教壇に立ってきた者からすると
「片腹痛い」という感じである。さらにいえば、数年の経験で「ずっと持ってきた」と言われても、

ため息しか出ない 「事実」といわれても、何か勘違いではないか、と思える。とても元「歴史学者」。
の発言とは思えない。厳しい言い方になるが、自分の感じたことを「事実」と即断するのは余りにも

短絡的、感情論的である。與那覇氏は実証史学者には世の中を変える力はないと断言する。しかし評

者は 「実証史学」こそ世の中を変えていく力があると考えている 「巧妙化した「バレない森友問、 。
題」が起き」たとしても、その虚飾を打ち破れるのは実証史学しかないではないか。與那覇氏には挑

み掛かることすらできないのではないだろうか。このような「実証的歴史学」に対する批判を元「歴
史学者」と自任する方が公言しているところに歴史学・歴史教育の置かれた困難な状況がある。

拙稿「文系博士人材は何処に向かうのか―斉藤忠和2018論文を補助線として、インターネット上の35
言説を検討する―」(教育社会史史料研究』14、2018.12）同「 博士人材のいる学校」を構想する―斉「

、 、藤忠和2018論文を補助線として 「教員の学びの歴史」研究からの照射―」(教育社会史史料研究』14
2018.12）参照。

https://rondan.net/4782、最終閲覧日2019.2.4。36
「百田尚樹氏が弱音「もう引退近いかな… （東スポWEB、2019.2.25、https://headlines.yahoo.co.j37 」

p/hl?a=20190225-00000026-tospoweb-ent、最終閲覧日2019.2.27）に、

百田氏は「小説の腕が落ちているのかな。それともスタミナがなくなっているのか。枚数がなか
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ろだん氏は 「文献を扱う研究に従事していた。何気にPhD 」と自己紹介している。また「歴史好き38 、 。

の徒」とも記している。そして「文系学者というものは自分の専門分野の論文を一年間に数本総量50
頁分位書くのが平均。論壇界では一週間・一月ごとに数本の記事、それもあらゆる分野について発信

することが要求される。ましてネット論壇界では一日に数本総量５千文字以上発信する能力が要求さ

れる （2019年2月3日 」とtweetしている。評者の見るところでは 「実証的歴史学」を熟知している。 ） 、
か、近接した領域にいた方とみる。

ろだん「 日本パクリ紀 『日本国紀』コピペ問題に対する「言い訳」の考察【百田尚樹 （論壇ネ39 【 】 】」
ット、https://rondan.net/3097、2018.11.22、最終閲覧日2018.12.28）は、

…（略）…当ブログでは 『日本国紀』が刊行されて以来、本書をウォッチしてきましたが、こ、

の ／つまりアンチコピペ問題が『日本国紀』の価値を決める最大の焦点であると考えています。
側からすれば、無断転載は内容以前の倫理的・道徳的問題ですから、これを攻撃することは本書

の価値をまさにゼロにするのみならず、百田氏らが主導する活動そのものを攻撃可能です。／一
方、ファン側（および百田氏本人）からすれば、この無断転載が非倫理的・非道徳的と断定され

ては、本書の価値のみならず、その人自身の価値づけまで決定されてしまう訳ですから、何とか
これを食い止めようと様々な言い訳を主張し始めます。

と述べる。指摘の通りで 『日本国紀』の問題の核心は、コピペ問題であり、このことを直視しない議、
論は、どっちもどっち、立場の違い、といった議論になっていくであろう。ろだん「 週刊金曜日』の『

日本国紀特集の無能を嘆き批判する （論壇ネット、2018.12.8、https://rondan.net/6360、最終閲覧」
日2019.2.10）は、この特集でコピペ問題に触れていないことを問題視し、

実証的根拠や客観的思考をいくら提示したとこそもそも戦う相手は反知性主義者なのであって、

同時に彼らは反権威主義者ですから、このような高学歴の知識人がろで何の効果もありません。
「破綻している 「初歩的知識も欠いた事実誤認の数々」と上から目線で言ったところで聞く耳」

持たずなのです。

と述べる。この指摘をやや複雑な心境で読んだ。この通りだとすると 「実証的歴史学」は 「反実証、 、

的歴史学」に太刀打ちできない可能性を有す。確かに『日本国紀』の問題の核心は、コピペ問題であ
るが、これを突き崩した手法こそ「実証的歴史学」の手法ではないか。それでも、より巧妙な「反実

証的歴史学」の登場に太刀打ちできるものか危惧の念を抱く。私見では、近現代史において「実証的
歴史学」の蓄積は未だ十分とは言い難いと考えている。それでも「実証的歴史学」の批判する力、蓄

積する力に信を置きたいと考えている。
コピペ問題のさらに核心は、Wikipediaのコピペ 「Wikiコピペ」問題である。Wikipediaは充実し信40 、

頼を得ると共に、他の百科事典などを紙媒体を圧迫し、知の一極化をもたらすのではないか。現状で
も便利さからくる信頼は、一種の権威となりつつあるのではないか 「Wikiコピペ」での著述を認める。

ということは、Wikipediaを知の源泉としてより権威化していくことではないだろうか。こうした問題
については、さらに考えてみたい。このインタネット時代の叡智とも言える集合知の利用について、

アカデミズムの諸領域では、極めて慎重に扱うように指導しているようである。小檜山青「もしも史

学科の大学生が『日本国紀』スタイルで卒論を書いたら？ （武将ジャパン、2018.11.28、https://bu」
shoojapan.com/book/2018/11/28/118000、最終閲覧日2019.2.10）は、妥当とみる。著作権上も「Wiki

―(24)―

なか進まない。 くらいは楽に書けたのに、 …。これで仕上昔なら、一日30枚 最近は10枚がやっと
がった後に、駄作と判明したら、目も当てられん」とボヤいた。

という記事が掲載された。さすがの集中力ある。この「枚」が何を指すのかは、よく注意しなければ

ならないと考える。評者の場合 「枚」といえば400字詰め原稿用紙を指す。しかし領域によって、200、
詰め原稿用紙（出版・印刷では 「半ぺら」ということで「ぺら」と称す）を指すこともある。400字、

詰め原稿用紙30枚といえば、短い論文１本になるので、その半分としてもかなりの筆力ということに
なろう。またこのぐらい書かなければ放送作家・人気作家は務まらないということであろう。ここで

はあくまでも「小説」の話であり、百田氏が『日本国紀』をどの程度のペースで書いたのか、興味あ
るところである。評者の場合だとどの程度だろうか。今から35年以前、まだ手書きの時代に、評者は4

00字詰め原稿用紙300枚の修士論文を執筆した。執筆期間300日、１日400字詰め原稿用紙１枚である。

その後、20数年ほど後の博士後期課程時代、若い友人は、一日当たり、40字×40行１枚（400字詰め原
稿用紙４枚）は書く、と言っていたので、ワープロ専用機からパソコンの時代へと移り、量的な論文

作成力は格段に進んだと言うことであろう。ちなみに百田氏の「枚」が200詰め原稿用紙だとしても現
在10枚は書くのであるから、これより多いと言うことになろう。したがって195日あれば、400字詰め

原稿用紙700枚は書けると思う。ただ「ろだん」氏の指摘するように 「資料分析」の時間を捻出しな、
ければならないということである。少なくとも評者の場合は、学部の基礎の上に、修士課程１ヶ年の

調査研究期間があった。調査と平行してすべて書くなどと言うことは可能とは思われない。

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）



ろだん「 日本国紀】コピペが発覚した場合の他社の対応【ミスチル、幸福の科学、司馬遼太郎らを41 【
めぐる事案を通して （論壇ねっと、https://rondan.net/4677、2018.11.28、最終閲覧日2019.2.1】」

3）は、結論としては 「無断転載・改変が確認された場合には、回収・廃版の対処が取られる場合が、
多い。これは歴史小説・研究書・ライトノベルなど書籍のみならず、CDにも当てはまる」とし、唯一

回収・廃版の処置をとらない「幸福の科学」の出版物に似た対応とする。また『朝日新聞』は、自社

の剽窃記事に対して正式に記事を取り消し、謝罪している（20019.1.31 。このことを捉えて幻冬舎の）
対応を批判的に論評する見解が出されている。

『 」 、42 ろだん「 日本国紀』のゴーストライターは、京大卒の編集者との指摘 （論壇ネット、2019.01.18
https://rondan.net/12952、最終閲覧日2019.2.3）は、Twitter上に出た不確かな噂である 「ろだ。

ん」氏も「ホント謎ですね 「うーん」と引き取っている。２件のコメントが寄せられ、１件は「匿名」
より:2019年1月18日／はっきり言って、有本氏のような人はゴーストをやらないと思いますよ。／幻

冬舎の編集者もしかり。／書いたのは無名のゴーストライターでしょう」と述べ、もう１件は「いち
愛読者より:2019年1月18日／京大卒でも、食べられなければこういう行為に手を出してもおかしくは

ありません。／Wikipediaからの剽窃という点では、公園の水道水をボトルに詰めて名水として卸した
様な物ですが…」と述べている。２件とも、ありそうなことだと感じている点に、リアリティーがあ

るということになろう。評者は、少なくとも歴史の世界にはあってはならないことだと考えている。

ろだん「 日本国紀】新事実「編集部がコピペをして、百田尚樹氏が泥をかぶった」の嘘八百 （論43 【 」
壇ネット、2019.02.04、https://rondan.net/14752、最終閲覧日2019.2.4）は、まず『百田尚樹チャ

ンネル オフ会』における有本香氏の発言に関するtweetの内容を

quetzal924@quetzal924／#日本国紀 をアンチがWikiコピペと騒いでいる件、実は執筆当時に百田
さん自身はサイトを見ておらず、 との事！／そ校正段階で編集者陣が事実確認で参考にした結果

れを百田さんが他者の責にせず泥を被る役を引き受けたと、#有本香さんが暴露した時の百田さん
の驚きと照れ隠しの様子は、今回一番の収穫！

と紹介する。ため息のでる言い訳で 「滅茶苦茶」ではないか。これでは、とても百田氏の著作とは言、

えないであろう 「ろだん」氏が「嘘八百」と批判するのはもっともである。さらにいえば、これまで。

の百田氏の発言も「嘘 、有本氏の発言も「嘘」ということになろう 「桜ういろう」氏は、」 。

―(25)―

コピペ」は問題があることは明らかである。しかし裁判になるような問題なのか、というとどうも難
しいようで、深澤諭史「百田尚樹さん『日本国紀』 出典なしでも「ウィキから引用」は成立す

る？ （弁護士ドットコムニュース、2018.11.27、https://www.bengo4.com/internet/n_8908/、最終」
閲覧日2019.2.10）は、弁護士としての裁判を想定した見解として「非常に論点が多い（そして参考に

なる先例の乏しい）難しい問題であると感じています」と結んでいる 『殉愛』をめぐる裁判などみる。
と 「労多くして、利益少なし」と言った感じで、名誉がかからなければ、裁判にはならないと感じる。、

またWikipediaの性格上、はっきりとした主張をしていないようにも感じた。幻冬舎側でも裁判になら
、なければよいというような対応のようで、顧問弁護士と打ち合わせているようである。このままでは

Wikipediaは 「反実証的歴史学」のために存在する情報源となるのではないだろうか 『日本国紀』の、 。
コピペは、否定できない段階にある。こうしたことがコピペ問題を矮小化する議論となり、さらには

堂々とコピペを容認する発言となっていく。編集者の一人谷田川惣氏と津原泰水氏の論争や武田邦彦

氏のコピペを正当化しようとする見解などの主張である。こうした中で 『日本国紀』批判者の中にも、、
コピペを問題の軽視する見解が示される。高橋雄一郎氏の

コピペ問題なんて、有本女史が、下書き時に雇ったバイト君がwikiを利用しました、すみません

でした、執筆時間と予算がなかったんです、百田氏も、僕がしっかり確認すべきでした、すみま
せんでした、 。合理的根拠なく歴史研究者をバカにしたこと謝罪２本で終わるだけの小さな問題

の方が問題 （2019年２月５日）。

というtweetである。この主張に対して、Ryota Yashimau氏は、

著作権侵害という違法行為が 「謝罪」という名の口先だけの定型文で済む小さな問題だなどと、

吹聴してる時点で、あなたも百田と同類項ですね。 Wikipediaに長年記事を書き続けて:(／以上、
より （2019年２月５日）きた人間 。

とtweetしている。高橋氏は、弁護士とのことで、軽率のそしりを免れまい。しかし感覚の麻痺しかね

ない事態であるとも感じる。対する「Ryota Yashimau」氏は、Wikipediaの編集に関わっている方のよ
うである。2019.2.5の現状では「Ryota Yashimau」氏の真意は測りかねる。敢えて言うならば百田氏

に直接言うべきことのようにも思う。しかし、Wikipediaの関係者が見解を表明することは、大事なこ
とと考える。
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拙稿「歴史教育における｢非実証的歴史学｣の成果の利用をめぐって―インターネット言説の成果を44
中心とする批評的考察― 『教育社会史史料研究』14、2018）に「附記」した雑感（2018.11.27記）に」
補足して再掲した。

https://lite-ra.com/2018/11/post-4374_4.html、最終閲覧日2019.2.10。45
https://buzzap.jp/news/20181120-hyakuta-nihonkokuki4/、最終閲覧日2018.11.27。46
https://blog.goo.ne.jp/ikeiketarou/e/69369212d9c7312636729ad7d32c2a9d、最終閲覧日2018.11.47

27。

https://blog.goo.ne.jp/ikeiketarou、最終閲覧日2018.11.27。48
「草莽隊日記」氏の他にも、右派の立場から、百田氏の『日本国紀』のあり方を批判的に捉えてい49

る方は多いようである。やや長くなるが、中田耕斎「歴史研究と百田尚樹『日本国紀』について （歴」

史と日本人―明日へのとびら―、blog.livedoor.jp/k60422/archives/52291235.html、2018.11.24、
最終閲覧日2019.2.11）を掲げておこう。

①歴史において重要なのは先行研究を踏まえ、この研究にいかなる意味があるのか明らかにする

史料集は歴史ではない。ただし先行研究も何もないところから開拓しなければなことであろう。
らないときもある。そのときは現代的関心も重要である。…（略）…百田尚樹『日本国紀』を読

んだ。この本、古代から現代までを振り返っているのだが、第十一章大東亜戦争まで(正確にいえ
、 、ばその直前の南京大虐殺コラムまで) 高校の日本史教科書とウィキぺディアをまとめたレベルで

。 。あえて日本通史にする必要があったのかという感じである 営業戦略以外なかったのではないか
② 共おそらく百田氏は戦前右派や幕末の尊皇思想をほとんど知らず、興味もないのではないか。

その前の時代がとたん産主義国憎しから始まる反共史観というか、その議論の寄せ集めだから③

この反共史観、最近では江崎道朗氏が盛んに論じている。江崎氏はあに何も語れなくなるのだ。
えて戦前右派と距離を置き、反共一本槍で歴史を組み立てている意図を感じるが、百田氏はどう

一部でこの本のあら探しをして糾弾する向きもあるが、百田氏らの「思想的根っこ」をか。／④
／私自身は百田江崎らとは違って、戦前右派、幕末尊皇思想と考えるほうが生産的ではないか。

思想的につながりたいと考えている。だからこそ昨今の新自由主義やグローバル経済批判もする
むやみに競争をあおり、同国民で格差をつけたがるし、そこから近代の超克的議論にもなる。⑤

チェゲバラやカストロに(意見の違いは感じつつも)共感したりもする。風潮にも納得いかない。
／百田江崎はそうではない 「共産主義国との歴史戦に負けるな」と旗を振るばかりで、現状変。

革の志は弱く、政権批判の態度もない。日本をどうしたいかという理想もないから政権批判など
「国内で共産主義国に共感し、日本の足を引っ張る連中」程度の認識しかないだろう。彼らは体

果たして日本国体を守り継ぐ人間であるかは極めて疑問である。制派ではあるだろうが、⑥

評者は、的確な評と見る。歴史にスタンスを置く評者とは④部分の認識を異にする。ただし右派論客

から見て『日本国紀』がどのように映じるかという点では妥当とみる。①に指摘するように、先行研
究を踏まえることは、研究の基礎である。②③の指摘は決定的で 「戦前右派や幕末の尊皇思想をほと、

んど知らず、興味もない」とすれば、右派の歴史書とはいえない。⑤の国民に関する認識も妥当で、
右派が「同国民で格差をつけたがる」などというのはあり得ない。したがって、⑥のような疑問とな

るであろう 『日本国紀』が右派思想の表出のように言われることは心外であろう。。
評者は、参考文献について、改めて考えるところがあった。評者は、これまで、個別の論文に参考50

文献を附してこなかった。また参考文献を附していない講義用テキストを刊行したこともある。参考
、文献を附したのは、博士論文である。形式を踏まえるために参照させていただいたいくつかの論文は

かなり多くの参考文献を掲げていた。多く掲げればよいものか、どうもそうは思えなかった。作成し

た論文に対して、過不足無く必要不可欠な文献を掲げなければ、飾りのようなものになってしまうだ
ろうと考えた。完備した過不足無い参考文献を附すためには、理系のような研究記録を必要とするの

―(26)―

これって百田尚樹氏が提示した筋書きに従い、有本香氏が経営する編プロの委託ライターがネッ
ト情報をコピペして『日本国紀』を制作したという意味ですよね？／「百田氏が泥を被った」と

いうより、百田ブランドで手抜き本を作るカラクリの発覚を回避するためではないかな （2019.。
2.4）

とtweetしている。著述の実態として指し示すものは、編集プロダクションによる委託編集形態とみら

れる 「桜ういろう」氏は、さらに「佐村河内式」という指摘に対して、。

。 、 、似てると思います ／一方で漫画のプロダクションは 著者は原案と仕上げだけのケースもあり
一概に百田尚樹さんを中心とした編集システムに問題があるとは言えません。／このこととコピ

ペ疑惑とはまた別だと考えています （2019.2.4）。

とtweetして、漫画編集の過程に比して一定の理解を示している。評者は、歴史学では容認してはいけ

ないと考える。協業の場合、少なくとも分担、オーサーシップを明確にするべきである。

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）



一般の方の無関心あるいは「面白無罪」的認識に基づくWikipediaの引き写し擁護論とは異なり、識51
者の内にも擁護論を展開する方がいる。たとえば、山崎行太郎「(続39)「 新潮45』廃刊事件」につい『

て 『ウィキペデイア』は信用出来ないか?百田尚樹の『日本国紀』が『ウィキペデイア』からの引用。
や資料として使っていると、批判されているようだ 『ウィキペデイア』は信用出来ないのか （毒蛇。 」

山荘日記、2018.12.18、http://yamazakikoutarou.hateblo.jp/entry/2018/12/18/135358、最終閲覧
日2019.2.10）は、

私は、百田尚樹氏や百田尚樹氏のベストセラー『日本国紀』を肯定するつもりは、まったくない

『Wikipedia』を資料として活用しているという理由からの批判、バッシングには異が、しかし、

最近論がある 『Wikipedia』が、思想的に、あるいは学問的に信用出来ないと断言出来るのか。。
の大学生は本を読まず、すぐ『Wikipedia』を利用して、論文やレポートを書くと言って批判する

人がいる 『Wikipedia』やネット言論、ネット情報を目の敵にしているのだ。最近、大学のテス。
ト(レポート)の要項を案内する掲示板に 「 ネット情報を使わないこと」という内容の張り紙が、

あった。私は、不思議な気持ちになった。今時、ネット言論やネット情報を、頭から「毛嫌い」
する大学教員がいるのが、不思議だった。それならば、書籍や新聞や雑誌等を利用すればいいと

いうことなのか。ということは、つまり、商業主義的メディアなら信用出来る、というわけなの
か。ネット言論や『Wikipedia』は、ほぼタダである。大量の情報が手に入るのに、それは信用出

来ない、それを使うなとは、どういう事なのか。ネット情報、特に『Wikipedia』などは信用出来
、 、『 』 、 。ない だから使うな Wikipedia を使ってレポート類を書くと失格 落第ということだろうか

私は、学生や勉強会の仲間たちには、ネット情むろん、それには、私は、全面的に反対である。

報や『Wikipedia』やブログ、Facebookなどを、どんどん活用し、自分でも、ブログやFacebooな
どを使って情報発信するように、と勧めている。私自身も、新聞や雑誌、粗製濫造の書籍類は、

ほとんど読まない。図書館にも滅多に行かない。もっぱらネットや『Wikipedia』を活用し、情報
収集している。 粗製濫造気味の書籍類の方最新の学術論文や最新の学術情報なども入手可能だ。

が、貧弱で遅れている、と私は思う。

と述べている。まず「 Wikipedia』を資料として活用しているという理由からの批判、バッシングに『
は異論がある」と述べるが、不適切な「コピペ」を批判しているのであり、活用を批判している訳で

はないであろう。また「 Wikipedia』が、思想的に、あるいは学問的に信用出来ないと断言出来るの『
か」と述べるが「信用出来ると断言出来るのか」と返したい 「粗製濫造気味の書籍類の方が、貧弱で。

遅れている、と私は思う」と推測に留めているのが救いで 「私自身も、新聞や雑誌、粗製濫造の書籍、
類は、ほとんど読まない。図書館にも滅多に行かない」というのに、何故「粗製濫造気味」だとわか

るのだろうか。山崎行太郎氏は、哲学者でネット論壇に通じた方のようである。哲学は歴史とは異な

るので、同列には論じられないだろうが、歴史学では、まだまだ図書館に行く必要があると考えてい
る。学生も研究者も多忙であり、こうしたインターネットやWikipediaの有効活用論は、ますます力を

持つであろう。その際に、きちんとルールを踏まえて、真偽を確認した上で活用するようにしていた
だきたいものである。／またコピペをめぐっては、谷田川惣氏vs津原泰水氏の珍妙な応酬、武田邦彦

氏のコピペ肯定著作権解説など肯定論に立つ意見もかなりあるようである。こうした方の著作はよく
検討を加えるべきであろう。

ろだん「 週刊文春」が『日本国紀』のコピペ問題を取り上げる。なお版元の見城徹社長は弁護士と52 「
緊急協議したことを発表 （論壇ネット、2019.01.11、https://rondan.net/12018、最終閲覧日2019.2.」

11）は 「 週刊文春』の記事と、この弁護士協議には関係が無い可能性もあります。真相は解りませ、『
ん」としつつ 「 著作権＝コピペ」および「ジャーナリズム＝週刊文春」という二つの共通点を見過、「

ごすことはできないでしょう」と見解を示している。

ろだん「 日本パクリ紀 『日本国紀』コピペ問題に対する「言い訳」の考察【百田尚樹 」https://53 【 】 】
rondan.net/3097、2018.11.22 2018.12.01、論壇ネット、最終確認日2018.12.28）は、

以上、百田氏自身、ならびにファンたちによる「コピペ改変の言い訳」を見てきました。なによ

り残念なのは、百田氏自身が今回のコピペを認めながらも開き直ってしまっていることです。そ
して一部の熱狂的ファンの擁護論も、開き直った百田氏を擁護し、著作権や知的財産権といった

ものを蔑ろにする傾向のあることは些か問題的であると思います。／読者の一人として言わせて
いただきますが 『日本国紀』においてコピペ箇所多数確認されることは、読者に対する裏切り、

行為であり、百田氏はそれに対して謝罪する責務を負っていると思います。／なぜなら百田氏は
『日本国紀』の一行一行に、我々が考える何倍も書けて書いていたと豪語していたからです。

と「総括」している。的確な指摘である。
こうした行為は、結果として、好意的に評価しようとした方々を貶めたと思う。たとえば 「 日本54 、「

―(27)―

ではないだろうか。これから評者にどれだけのことができるかはわからない。ただ若い研究者の方に
は、自身を守る意味でも、検討を御願いしたい。
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「hofdamaan」氏は、55

この話題だけツイッターを叩くなと言う人が。ツイッターの極論なんて決して多数派ではないと
規模や元の話題に見合った批判はしていいと思う。この発言は著者の普段の行動と踏まえた上で

（2018.11.17）も共通する。

とtweetする。個人のtweetが大きな反響を呼んだのは、この発言の背後に百田氏の主張と共鳴するも
のを感じ取ったということのようである。

「danseikinametaro」氏は、56

印象があるんだけ歴史の分野はわりと一般の愛好家たちが資料を見つけてきたり活躍している
ど？（2018.11.17）

とtweetする。地方史研究を支えている人材を見れば 「一般の愛好家たち」の果たす役割は大きいと、

すべきであろう。

「hinbass」氏は、57

ちゃんと修めるなら一般人大いに歓迎じゃないかな。似学問は貴族の趣味だった時代もあるし、
（2018.11.17）非科学の真似だけはやめてね。

とtweetする。筆者の見るところでも、歴史を研究している人達は 「一般人」を歓迎しているのでは、

ないだろうか。もちろん「似非」では困るということである。
「lacucaracha」氏は、58

一般の人の言う『歴史』ってのは、だいたい け学者じゃなくて作家の手の中にあるもんだと思う

どね。学会が歴史観を変えたことってなんかあった？（2018.11.17）

とtweetする。評者の学生時代には 「歴史小説」を著述する小説家は、歴史研究者から一定の尊敬を、

もって遇されていたように思う。歴史研究者の論じたい史料の限界を越えて論じる小説家にある種の
羨望を有していたともいえよう。そうした小説家の頂点にいたのが司馬遼太郎氏であろう。また中国

史領域では、井上靖氏や陳舜臣氏の評価も高かったと思う。小説家は研究者の成果を重んじ、研究者
は小説家の著述に触発された。そうした蜜月時代があり、そうした背景の上に上述のような状況が現

出したように感じる。
「s_atom11」氏は、59

長い目で見れば最近やっと「歴史」が時の権力者の物から学者含む一般（非権力者）の物になっ

のだが。そういう感覚ないからころってだまされるんだろうな（2018.11.17）たのだと思う

とtweetする。現状を「学者含む一般（非権力者）の物になった」時代とする認識は、戦前の思想統制

―(28)―

国紀」 現代史家の秦郁彦氏「私はこう読んだ （ 毎日新聞』2019年1月10日、https://mainichi.jp」」『
/articles/20190110/k00/00m/040/004000c）は、

2000年を１人で書いたことに虚を突かれた／耳慣れぬ書名で、2000年近い日本史の通史を１人で

書き上げたという意外性に虚を突かれた思いでした。

と感想を述べている。しかし実際はゴーストライター・ゴーストオーサーの懸念が強いとすると 「だ、
まされた」ことになるのではないか。また「 書評】大和大学専任講師・岩田温が読む『日本国紀』百【

田尚樹著 感動を共有、飽きさせない （ 産経新聞』2019.1.6、https://www.sankei.com/life/news/」『
190106/lif1901060012-n1.html）は、

「日本を愛する者が日本史を振り返りながら叙述する。客観的な第三者が歴史を裁こうというの
ではない。これはあくまで日本人の物語なのだ。

と述べている。著者が「日本を愛する」といったから「日本を愛する者」とは言えない。そもそも

「日本を愛する者」がゴーストライター・ゴーストオーサーを使ったとする疑問を持たれたままにし
ておいたり、コピペを多用することなどあるものだろうか、という疑問を持つのではないか 「日本を。

愛する者」には「日本を愛する者」なりの身の処し方があるのであって、まさか「愛国無罪」という
ような考え方ではないだろう。新聞書評は、読者に勧めるためのもので、よい点を評価しようとした

方は読者に勧めた面目が立たないだろう。

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）



「YukeSkywalker」氏は、60

で「学者の手から一般人に！」と言われても、少し本屋に行けばトンデモ歴史の本が溢れる日本
はぁ？としか思わん （2018.11.17）。

とtweetする。出版界においては、指摘の通り「トンデモ歴史」というジャンルが大手を振っているよ

うである。そうした著者たちの存在が近年大きな影響力を有しているようにも感じる。真摯な歴史研
究に関する書は、光の当たらない存在なのであろう。

『日本国紀』を評価する一般の方々の評価には、面白い、読みやすい、共感する点にポイントがあ61
るように感じる 「愛国無罪」というものもあるが 「面白無罪」といったものも多いようである。た。 、
だ微妙な揺れの窺える感想もある 「YASUGORO」氏「百田尚樹『日本国紀』は歴史の勉強嫌いにはいい。

かな？ 私は期待し過ぎでした。うーむ…色々と世間は騒がしいようですが… （ 間違ってたら勘弁」「
な！ 、2018.11.18、https://peachcle.com/book-nihonkokuki/、最終閲覧日、2019.2.10）は、好意」

的に評価しようとするのだが、どうしても乗り切れない心情を吐露している。たとえば、

結論としてはそのまま読んだ私にとっては、怠い作品となっています。ちょっと先を読むのがだ
なので、個人的には残念な作品になってる感じです。敢えて怠いとるくなってきてるんですよ。

面白いところはもちろんあるので、ここは私のこれまでの歴史の学び方と関連し書いてますが、
／ただ、日本の歴史教育は十分なのかと考えられている今日ているだけの思いかもしれません。

ではあるので、 ／ただ、こういう読みやすい通史を世に出したという意義はあったと思います。

これから書いて行くのですが、ちょっと、うーむ…と思ってしまうところは確かにあるんですよ
ね。

と記している。この後も全体的に擁護しようとしている。しかし擁護しては疑念を残すという書き方

の繰り返しで、高度な批判の表出、練達の手腕かと勘ぐったほどである。この読者はしだいに気分が
萎え、気が重くなっていき、

だからなのか、ページをめくる指が重いんですよね。ひょっとしたら、最後まで読み終えること

私は別にトンデモ本だとかそんな批判はしまができないんじゃないかと思ったりもしましたよ。
期待していた本だけに、アンせん。なにか煮え切れない思いが湧いてきてしまったんですよね。

チの批判も一蹴してくれると思っていたのですが、それ以外の何かモヤモヤとするものが心に残
るんですよね。百田さんが全面に出てくる部分は意見に賛否はあるとしても楽しいですけども。

と述べるに至る 「何か煮え切れない思い」の本質は何か。この読者は既にわかっているのではないだ。
ろうか。そのことを納得しようとする葛藤の中にあるということであろう。こうした読者の心理的な

揺れをどのように見るべきか、課題とすべき点と考える。なお、私見では、歴史の学びへと分け入れ
ば、自ずから答えは出るように思われる。

「k_oniisan」氏は、62

「 おれカッコいい！」いやそれ単に だから （2018.11.1権威主義に抵抗する 底の浅い反知性主義 。
7）

とtweetする。ここで、反権威主義と反知性主義とを分けて類似性と相違とを突いている。反権威主義

が反知性主義に堕すか、反権威主義としての矜持を貫いて、その上で権威主義の欠点を突くことがで

きるかは極めて大きな課題のように感じる。
なお私見では、教科書がそれほど権威的なものとは思えない。ただ一般の方からはそう見えるのだ63

ろうことは理解しなければならないであろう。
「y-mat2006」氏は、64

「○たかだか、イキった素人の発言にオトナげないて反応をって思う人もいるかも知れないけど、

だから○を一般人に取り戻す」ってことは、一般人も専門家と同じレベルで批判されるってこと
ね （2018.11.17）。

とtweetする。評者の見るところでは、歴史学では 「一般人も専門家」もない。郷土史など見れば、、

一般の方の見立てほど厳しいのではないか。

「honeybe」氏は、65

―(29)―

を踏まえたものということになろう。教科書検定など、完全に国家権力の枠組みから自由というわけ
では無いが、概ね妥当な評価とみる。
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歴史学の場合は、史料と先行研究の成果とを根拠にしつつ、批判しなければならない 『日本国紀』66 。
を「物語」ではなく「歴史」だとするならば、まずきちんと批判して、その上で 「教科書や学者セン、

セイに対して批判」すべきであろう。
「Dragoonriders」氏は、67

ツイートしたには一個人だとしても、歴史と歴史学者への、この誤った攻撃的な言及自体に付着
同様の反知性主義をよしとする「層」自体、是正されるべき問題だろした数千の「いいね」や、

（2018.11.17）う。

とtweetする。なお「反知性主義」の概念については、種々の議論があるようである。したがって、用
語の使用者によって、ある程度の幅を有しているようである。この語を使用するならば一定の定義を

必要としよう。
反知性主義の文脈で、危惧の念を表明するtweetを見ておこう 「sen26」氏は、68 。

疑似科学ならぬ し （2018.11.17）擬似歴史学か。スピリチュアルにも親和性ある 。

とtweetする 「擬似歴史学」の語は 『日本国紀』の性格の一端をよく現しているように感じた。その。 、
上で「スピリチュアル」と親和するという指摘は重要に感じる。反知性主義の主張は、論理性に依拠

せず、感情に直接訴えかけようとする。たとえば結論を直接ぶつけて共感を誘う。共感の上に成り立
つ共同体を形成しているように感じる。また「quick_past」氏は、

あまりにもずぶずぶに浸かりすぎてて、 。反知性こそが知性だと思いこんでいるのかもしれない

自分たちで作るんだ。ってはっきり言ってるわけだが、もう二度とオカルトやエセ科学を指摘で
きないな （2018.11.17）。

とtweetする。ここで注目するのは「反知性」と「知性」とを転倒する現象と見立てていることである。

「反知性」をどのようなものとみるかによってやや異なろうが、歴史のように国民のナショナル=アイ
デンティティーに直結する領域において反知性主義が勝ちすぎると危うい 「松浦晋也」氏は、。

“知識階層”をつるし上げた。その結紅衛兵も毛沢東に先導されてそう思ったのだよ。そうして
で、ポル・ポトとクメールルージュはそのやり方を極めた。その結果もまた果は知っての通り。

知っての通り。あなたは毛語録を高く掲げる紅衛兵になりたいのかな？ 毛語録の代わりに日本
国紀を掲げて （2018.11.13）。

とtweetする。表現はきついが危惧は理解できる。敢えて言えば、日本も同様な状態に落ち込む危険性

を有している。戦前の日本は、近接した状況にあり、学術的な議論は制約されていた。また評者は、
現状の「知識人」として尊重されるべき、真摯な研究者を軽視する世相に危惧の念を抱いている。拙

稿「文系博士人材は何処に向かうのか―斉藤忠和2018論文を補助線として、インターネット上の言説
を検討する―」(『教育社会史史料研究』14、2018.12）拙稿「 博士人材のいる学校」を構想する―斉「

藤忠和2018論文を補助線として 「教員の学びの歴史」研究からの照射―」(『教育社会史史料研究』1、

4、2018.12）参照。
ろだん「 日本国紀 「こっそり改版」の問題点 （論壇net、2018.12.01、https://rondan.net/5162、69 【 】 」

最終閲覧日2019.1.3）参照。この手法は、指摘した方に敬意を払わず、本来は謝辞を述べられる方々
の成果と権利とを横取りする手法で容認しがたい。

『日本国紀』に関する批評は賛否交錯する。批判的な主張は、多様な立場があるようである。コピ70
ペ問題を中心とする書籍としての問題を指摘するもの、一応、歴史書あるいは随筆等とみて、その上

で問題を指摘するもの、いわゆる左派的な視点から問題を指摘するものなど多様で、中には同類では
ないかと思われる方の批判もある。一方、擁護を表明する主張、賛否を曖昧にする主張は、同じよう

な手法を採用している方、歴史を柔軟に扱おうとする方のように見える。援護派・擁護派にも歴史学
・歴史教育領域に関わっている方がいる。ただコピペ問題や編集をめぐる問題を避けて褒辞を呈して

も、自身を貶めることにしかならないのではないか。たとえば宇山卓栄「百田尚樹『日本国紀』はな

ぜ支持されるのか （iRONNA、https://ironna.jp/article/11578、2019.1.6、最終閲覧日2019.1.7）」
は、冒頭「 これは日本人の良心の反乱だ！ 。私は百田尚樹氏の『日本国紀』大ヒット現象をこのよ「 」

―(30)―

んだけど… （201歴史修正主義者の方が自説に対しての「批判を許さない」度合いが強いと思う 。
8.11.17）

とtweetする。評者の見るところでは、歴史修正主義は、少なくとも「非実証的歴史学」の立場に立た

ざるを得ないのではないか。さらに「反実証的歴史学」の立場に立ち、一切の雑音を遮断し、押しつ
けることができれば、より完成度を増すことができよう。

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）



。71 監修者は、久野潤、江崎道朗、上島嘉郎、谷田川惣の四氏であり、跋文において謝辞を呈している
この内、谷田川惣氏は 「監修は久野さんで、うしろの３人は協力ぐらいではないでしょうか。少なく、

ともぼくは 」として、自身の監修上の位置付けを曖昧にしようとした（ろだん「 日本国紀】谷田川。 【
惣氏、監修していたけど 「監修者」ではないと主張 「かんしゅうしゃ」で決着か」論壇net、2018.1、 。

1.24、https://rondan.net/3421、最終閲覧日2019.1.3 。また刊行前に監修者に予定されていた金谷）
俊一郎氏がゲラを見て、監修者を辞退している。金谷氏は予備校講師として著名な方だそうである。

程なく削除された金谷氏のtweetは 「百田尚樹先生の『日本国紀』を監修させていただきながら 「こ、 、
の部分で、このような批判が予想される」と正直、ページをめくるたびに思いました （2018.10.25）」

と記しているという。このtweetからわかることは、少なくとも金谷氏は読んでいるということ、そし
て問題点を把握していたということである。金谷氏の対応に対して、有本香氏は「えぇ。仰っていた

だけたら… （2018.11.1.）とtweetしており、経緯には不明な点がある。」

https://ironna.jp/article/11576、最終閲覧日2019.2.2。72
呉座勇一氏は、久野潤氏の見解に対して 「 日本国紀』監修者・久野潤氏の反論に応える① （アゴ73 、『 」

―(31)―

うに捉えている」と述べている。はじめて見た時に「日本人の良心に対する反乱」の誤りではないか
と思ったほどである。いくら何でも良心があればコピペなどしないだろうと。宇山氏は、

『日本国紀』について 「自分の考えと通説を混同するな 「史料や学術的な裏付けがない」など、 」

という批判もある。 百田氏は自分の考えや推論・仮しかし、これらは批判のための批判である。
説を提示する際には、文脈上それと分かるように明確に書き分けている。その区別が付かないと

批判者は、よほど読解力がないと言わざるを得ない。いう

と述べる。評者のように、歴史を批判の学と見る立場からすると「批判のための批判である」という
のは「援護のための援護」にしか感じられない 「批判者は、よほど読解力がないと言わざるを得な。

い」と批判者を貶めるが、評者の見るところでは、コピペと謎の編集過程の書で、様々な疑念が呈さ

れている。この点を解明しなければ「読解」などできるはずはない。さらに宇山氏は、

『日本国紀』は学術論文ではなく、日本史を俯瞰した概説書である。史料の裏付けがなけまた、
大いに考えを述べればよい。れば著者の考えを述べることができない、などという制約はない。

些細なことをあげつらって、鬼の首を取ったかのように言い散らすのは批判者の常である。

と述べる。評者の見るところでは 「日本史」の「概説書」なのに、史料の裏付けを必要としないとい、
う。さらに「些細な 「批判」の重要性を認識せず 「些細なことをあげつらって、鬼の首を取ったか」 、

のように言い散らすのは批判者の常」と揶揄する。私見では、歴史学における批判の醍醐味は、細部
の批判にある。歴史は個別具体的な一回限りの史実に基づくものであり、史実に基づかないというの

では、歴史にならない。些細なことを無視するべきではない。宇山氏の指摘は評者の言う「反実証的

歴史学」の特徴を的確に表出しているものとして重要である。その後も宇山氏は、褒辞を連ね 「しっ、
かりと批判検証がなされている」とか 「 日本国紀』は現代版『日本書紀』たらんとする気概を持っ、『

て書かれた」などと褒辞を連ねる。コピペと謎の編集システムによって書かれているのにどうして批
判検証がされているといえるのだろうか。こうした書籍を『日本書紀』と同列に評価するというので

は『日本書紀』に対して失礼ではないか。宇山氏は、本書を

、 、 『 』 。平成の終わりに 日本人が自らの歴史を振り返るため 多くの人々が 日本国紀 を手に取った
我々の歴史を隠蔽し、捏造（ねつぞう）しようとする得体の知これは非常に意義のあることだ。

れない勢力が、日本の中でものさばってきた 『日本国紀』はそのような勢力と戦う真の日本人。
にとって、重要な指標になる。

と位置付ける。いわゆる「歴史戦」の立場に立つ評価ということになろう。ただ「戦い」というから

には、論証をもってするべきであり、批判に対しても論証で返すべきである。評者は、これまでの歴

史研究の営為を極めて不十分なものと考えている。ただ新たに「歴史を隠蔽し、捏造（ねつぞう 」す）
ることの無いように、史実を踏まえるべきであろう。ここで「真の日本人」云々と述べるが 「日本、

人」を都合よく分断するようなことはやめた方がよい。さらにいえば「日本人」でなくとも史実を求
める立場に違いはない 「実証的歴史学」を軽視するような、国内向けの歴史修正主義的な「歴史戦」。

感覚では、東アジア・世界の「歴史戦」を勝ち抜くことはできないことを指摘しておく 「世界史」の。
専家なら、世界に通じる実証的な歴史研究を目指すべきであろう。なお 「外務省に歴史専門官…「領、

土」や「慰安婦」助言 （讀賣新聞オンラインニュース、2019.02.14、https://www.yomiuri.co.jp/po」
litics/20190214-OYT1T50152/最終閲覧日2019.02.15）という記事を眼に止めた。近年のことを存じあ

げないが、嘗て外務省は、一定程度、歴史を重視していたと理解している。外務省で歴史を重視する
ことは重要である。さらに言えば、外務省だけでなく、日本全体がオーセンティックな歴史研究、歴

史学習を進めることが重要なのである。
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評者はこれまで、ある程度の数の批判的な批評を記してきた。そこには善意も悪意もない。歴史研74
究者として為すべきことをしてきただけである。それを受け止めないなら反論すべきである。反論で

きないなら受け入れればよいことである。適切な批判ならば、受け入れて謝辞を呈すべきであろう。
悪意があるとか無いとか言うのは、歴史を語る人物としては極めて不適切な対応ではなかろうか。

その後久野潤氏は「 日本国紀』論争、久野潤「呉座氏は私の問いに真摯に答えよ （iRONNA、2019.75 『 」」
2.20、／http://news.livedoor.com/article/detail/16046264/、最終閲覧日2019.2.20）において、

回答ならびに反論を展開し、新たに呉座氏に回答を求めている。呉座氏は、即座に「 日本国紀』監修『
者・久野潤氏の問いかけに答える （アゴラ、2019.2.21、http://agora-web.jp/archives/2037360.ht」

ml、最終閲覧日2019.2.21）を返している。ここで久野氏は、

匿名ユーザーの厄介さ―彼ら自身が自覚しているかどここで改めて上記(２)の補足を兼ねて、
本名も名乗らず氏素性も告げない人間が、議論らしきもうかは別として―を確認しておきたい。

のを展開したとしても、こちらからは一つのアカウント＝一人の人間かどうかさえ確認する術は
ない。／実在のこの人、と特定できない存在複数（人間／アカウント）から同時多発的にツイッ

はっきり言って時間を割くターで不快な表現のコメントをされたり返答を求められたりしても、

仮に彼ら自身が「いいことをやっている」つもりでも、こちらにとっては価値を見いだせない。
相手が何者かも分らぬまま嫌がらせを得体の知れない匿名ユーザー群とでも言うべき集団から、

／仮に時間を使って誠実に返答したとしても、その次のターンさえ受け続けている感覚となる。
（ 、 ）保証されないというリスクがある 一方 彼ら側は正体さえバレなければリスクほぼゼロである

のも言うまでもない。／ここまでは一般論として捉えていただきたいが、もちろん不快だと思っ
無視するという選択肢も存在する。ただ私は、歴史論議そのものから逃げた時点で匿名に限らず

ているのではありませんよという意思表示として、フェイスブックで 「仮に所属・姓名を明示、
したうえで問い合わせがあれば、私個人の歴史観や史実認識についてお答えすることもあるでし

ょう」と表白した 「お答えすることもあるでしょう」という表現は、（１月拙稿でも引用 。／）
匿名でなくとも揚げ足取り系や、こちらの文章を曲解したまま議論を繰り返そうとする手合いに

附言して 「ファンだったは必ずしも対応できませんよという常識的な感覚によるものである。 、

ら匿名でも好意的に対応するだろう」といった一部の指摘は、まったく意味のない言いがかりと
しか評しようがない。

と心情をやや詳しく述べている 「はっきり言って時間を割く価値を見いだせない」という久野氏の気。

持ちは、否定しようがない。また「相手が何者かも分らぬまま嫌がらせを受け続けている感覚とな
る」というのも否定しようがない。したがって「無視するという選択肢も存在する」し、保障される

べきであろう。しかし「無視」しておいて「歴史論議そのものから逃げているのではありません」と
主張することはできないのではないか 「お答えすることもあるでしょう」という表現を「常識的な感。

覚によるもの」とされるている 「常識」というものは、人によって異なるものなのであろうか。何を。
以て「常識」とするのか、疑問に感じた。少なくとも評者の考えとは違う。評者としては 『日本国、

。紀』のコピペ疑惑を解明した「論壇ねっと」に結集した人たちの検討の成果を踏まえるべきだと思う

そのことなくしては、生産的な議論はできないであろう。久野氏は、監修者として、コピペ疑惑を解
明してから、呉座氏に新たな質問をするようにした方が良いのではないだろうか。

―(32)―

ラ、agora-web.jp/archives/2036612.html、2019年01月10日、最終閲覧日2019.2.4 「同② （同、ago） 」
ra-web.jp/archives/2036627.html、2019年01月11日、最終閲覧日2019.2.4）を公表し、さらに八幡和

郎氏の見解に対して、呉座勇一『日本国紀』問題を考える―歴史学と歴史小説のあいだ① （同、agor」
a-web.jp/archives/2036741.html、2019年01月18日、最終閲覧日2019.2.4 「同② （同、agora-web.j） 」

p/archives/2036751.html、2019年01月18日、最終閲覧日2019.2.4）を公表している。この内 「久野、
潤氏の責任」では、

とはいえ、井沢氏は最初から「史料はないけど推理する」とフィクション宣言しているので、ま

あ許容できなくもない。／だが『日本国紀』の場合、作者の百田尚樹氏が「 日本国紀』に書か『
れていることはすべて事実」と豪語している。それなのに、古田武彦氏や井沢元彦氏、江藤淳氏

そして歴史学者である ららの根拠に乏しい仮説を特段の検討なく ふんだんに取り込んでいる、 。 （

。しい 久野氏が 監修 とー結果的にお墨付きを与えている） 「 」 。／八幡氏は久野氏に同情的である
「監修」ということになっているが、実際には世間一般の監修者としての権限は与えられておら

ず、久野氏の百田氏への影響力は限定的であった、というのがその理由である。／けれども、そ
自うであるならば、久野氏は「自分は実質的には一協力者にすぎない」と表明すべきであろう。

ら積極的に「監修」と称し、監修者代表として「井沢説を取り入れて何が悪い」と主張するので
あれば、歴史研究者として批判せざるを得ない。

と記している。評者の見るところでは 「歴史学者」と自称する方が 「非実証的歴史学」から「反実、 、

証的歴史学」への橋渡しを肯定している点に問題点を見出しているとみる。
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―(33)―

「批判」をめぐって、注目すべきtweetに接した。まず「山田実理」氏のツイートは、76

よ。百田のようなトンチキだけじゃなく、ちゃんとした学歴史学は常に批判され続けてきました
者同士の批判も熾烈です。その結果、出来上がってきたのが通史です。百田みたいに、ちょっと

、 。批判されたらどんどんブロックするという輩に 学会での通史批判なんてできるわけないでしょ
（2018.11.13）

と述べる 「歴史学」の本質を「批判」とするのは的確と感じる。歴史学に限らないと思うが、近年、。

できて当たり前のことができていない、わかっていてるべきことがわからない、というレベルに遭遇
して困惑する。評者の見るところでは、批判すべきことはきちんと批判しなければならない。評者な

どは、批判を受けることは、無視されるより、よっぽどよいことに感じる。／また「hazlitt」氏は、

史学なんて史料批判に始まってほとんど批判（広義）しかしてない 正しく批判す① ぞ。そして②

「一般の人」が議論ができるというのるための手法や知識を身につけるとほぼ「学者」になる。
はある種の幻想（2018.11.17）

と述べる。評者の見るところでは①の部分は、その通りだと思う。②の部分については、微妙な違和

感がある。世代の感覚であろうか 「学者」という語に古き良き時代の大学の「権威」をまとっている、
ように感じる。評者は、40年ほど研究していて博士学位も有すが、まだまだ手探り状況にあり 「研究、

者」ではあるが「学者」とは言われないように感じる 「学者」というからには、十分な「識見」を求。
めたい。

ろだん「保守論客・八幡和郎氏 『日本国紀』を「論理破綻 「トンデモ 「滅茶苦茶な反日史観」と77 、 」 」

酷評【保守なら当たり前 （論壇net、https://rondan.net/12125、2019.01.17、最終閲覧日2019.2.2】」
7）は、八幡氏の保守論客としての『日本国紀』批判を検討する 「アゴラ」における『日本国紀』批。

判を「非常に温和なもので語彙は強くありません」とし、対して「しかしFacebook上ではかなり批判
的」として、Facebookやtweetを整理して紹介する。整理を拝見して、八幡氏は、いくつかの明確な信

念を有しているようで、その内の一つは 『日本書紀』の重視で 「ろだん」氏は、八幡氏の「現在の、 、
ところ日本書紀の記述の信憑性疑うに足る材料はほとんど皆無であって、こういうものを信用しない

のは世界的に見て極めて異常と考えます」とするtweetを紹介して 「いえいえ（笑 『日本書紀』の記、 ）
述をそのまま信じてしまうのは保守だけです！」とコメントしている。また「ろだん」氏は 「大変見、

直しました。／ただし次のようなことは絶対にあり得ません！」として、八幡氏の「私の本は100パー
セント正しい。誤植とかは別ですが」というtweetを紹介している 「100パーセント」はともかくとし。

て、八幡氏の自負の程をよく示している。八幡氏は、自身の明確な基準、たとえば『日本書紀』を疑
わず信じることの延長線上に 「謎のない古代史」を構想し、その延長線上で 『日本国紀』を批判す、 、

るということのようである。ただこうした議論にどの程度意味があるのだろうか。閲覧者のコメント

を見ると、まず「匿名より」として

／自分の頭で考えずに他人の意そもそもコピペ本に思想を求めるのってどうなの？と思います。
見をつぎはぎした本なんて、一貫性がなくて論理破たんするのは当たり前じゃないですか？／大

わざわざ内容を検証する意味がよくわかりま学生のレポートですらコピペしたらアウトなのに、
（2019.1.17）せん。

というコメントが寄せられる。このコメントを受けて「宇宙における統一体より」として、

『日本国紀』から事実誤認とコピペの部分を除いたら、芯それを云っちゃいけませんよｗ／私も

が。／そんな本書を最後まで通読できたのは、偏にろだけのリンゴみたいになると思っています

だんさんの検証のお陰です （2019.1.17）。

というコメントが寄せられている。結局、八幡氏は、百田尚樹氏の主張を厳しく批評しているように
見えて 『日本国紀』をめぐるコピペ・剽窃・引き写しなどの問題には触れないのである。、

https://www.facebook.com/kazuo.yawata/posts/2365173400223533、2019.1.11、最終閲覧日2019.2.78
25.

八幡氏は、本来「盗作」や「パクリ」には敏感なのではないか。池上彰氏のスタッフの取材をめぐ79
り、激しく抗議したエピソードを披露し、池上彰氏の手法への懐疑を広めた。いわゆる「池上彰パク

リ疑惑」である。こうした厳密な方なら、まず百田氏のコピペ・剽窃・引き写しなどの問題を直視す
るのではないだろうか。評者には二重基準のように感じられる。なお、いわゆる「池上彰パクリ疑

惑」については、有本香氏も同様のことがあったようで「これは私も経験ある。何年も前だけど。今

もそうなのね。…（略）…」とtweetし、その後、批判的な見解を表明している。なお「ろだん」氏は
「 日本コピペ紀】有本香氏、池上彰氏のパクリ疑惑を非難していた【ブーメラン職人 （論壇net、2【 】」
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論壇net、2019.1.12、https://rondan.net/12043、最終閲覧日2019.2.25.80
論壇net、2019.1.12、https://rondan.net/12081、最終閲覧日2019.2.25.81
論壇net、2019.1.13、https://rondan.net/12127、最終閲覧日2019.2.25.82
論壇net、2019.1.16、https://rondan.net/12351、最終閲覧日2019.2.25.83
亀田俊和氏と八幡氏との議論に関連して 「factsp1」氏は、84 、

いずれにしても八幡和郎さんの発言は、学問の自由を放棄して、党派性に取り込まれた地点から

なされたものであり、 なんでそんなにお仲間？百田尚樹の『日本国紀』擁護するものでしょう。
百田を守りたいのか？ （2019.1.15）意味不明だ…

とtweetしている。八幡氏が何を擁護しようとしたのか。その意味は何なのか。この疑問は重要と感じ
た。百田尚樹著『日本国紀』の擁護と考えると「意味不明」となるというの妥当な見解である。

アゴラ、2019.1.18､http://agora-web.jp/archives/2036769.html､最終閲覧日2019.2.25.85
八幡氏は、同批評の中で「…（略）…また、井沢氏には、推理作家らしい緻密さで、いちおう、絶86

対それはないとまでは言いがたい隙のない議論になっているのに、…（略）…」と述べている。つま
り、八幡氏は、井沢氏を「推理作家」として、高く評価しているということになろう。

拙稿「歴史教育における｢非実証的歴史学｣の成果の利用をめぐって―インターネット言説の成果を87
中心とする批評的考察―」(教育社会史史料研究』14、2018.12）参照。

なお「ないことの証明」は難しい。資料がないからといって、ないことにはならないというのは当88
然のことである。そうしたことを改めて言わなければならないのであろうか。歴史学以前の問題では

ないか。

」 、89 wikipedia「山本勘助 （https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9
最終閲覧日2019.2.27）の「実在を巡る議論」の項参照。

松本徹三「八幡和郎さんはもう古代史談義をやめたら？ （アゴラ、2016.4.3、http://agora-web.j90 」
p/archives/2018461.html、最終閲覧日2019.2.26）は、三点の問題点を指摘している、第一に

真…（略）…それなのに「古代史には謎はないのだから、この話を信じなさい」と言うのでは、

面目な考古学や古代史学を否定し 「皇国史観」だけを推し進めた戦前のやり方と全く同じだ。、

と述べ、第二において、

古事記や日本書紀（記紀）に第二は、八幡さんの論旨は、かつての「皇国史観」の推進者同様、
記載された事にその論拠の多くを依っており、中国や朝鮮半島の歴史に対する研究が極めて希薄

だからだ。

と述べる。この指摘は重要と思う 「真面目な考古学や古代史学を否定」して「中国や朝鮮半島の歴史。

に対する研究」も希薄であるとすると、最終的には、記紀にのみ依存せざるを得ない。その記述を批
判的に検証せず、信じれば、戦前の「皇国史観」のようなものになっていくであろう。私見を述べて

おくと、古代史は、歴史学の中でも、もっとも総合的な視点と独創性とを求められる領域で、この領
域の研究者の広さには刮目すべきものがある。そもそも歴史学は、その出来事が当時、当地において

どのような意味を持っていたかを解明する学問である。古代において展開する出来事を現代的観点で
捉えようとしても撥ね返されるようなことが多いのであり、近世・中世・考古学の成果を通じて考え

なければならないことが多い。したがって記紀を信じて読めばわかるというものではない。通常、日
本の古代史の研究者は、古記録を扱うので相当漢文を読む。当然、中国における歴史記述を無視する

ことはない。伝統中国は、歴史叙述の先進国であり、史官をただ国家権力に従属する者と考えて軽視

してはいけない。こうした古代史研究者の研究成果を否定して 「古事記や日本書紀（記紀）に記載さ、
れた事」を信じるよう主張しているのだとすると、八幡氏の著述には問題があるように感じる。

https://bookmeter.com/books/739293（最終閲覧日2019.2.26）91
本文にも記したが、八幡氏の著作を読んでいない。講読して、訂正するべきは訂正したいと考えて92

いる。
なお、批判として、宮島みつや「百田尚樹が『日本国紀』炎上中なのに調子に乗ってトンデモ天皇93

論まで開陳！ 「皇室には不思議な力 「錦の御旗があれば勝てる （リテラ、2018.12.20、https://l」 」」
ite-ra.com/2018/12/post-4439.html、最終閲覧日2019.2.26）ろだん「 百田尚樹】皇統断絶を唱えて【

いた百田尚樹氏が、なぜか皇室のありがたさと、日本の未来を語る滑稽さ【FLASH 2019.1.1/8/15】
（論壇ネット、2018.12.18、https://rondan.net/8451、最終閲覧日2019.2.26）参照。さらに、ろだ

ん「 日本国紀』の隠しテーマは「皇室批判」——改憲への障害となる皇室のお言葉 （論壇ネット、201『 」

8.12.09、https://rondan.net/6572、最終閲覧日2019.2.26）において 『日本国紀』の皇室観の現代、
的意義を検討している。
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018.12.18、https://rondan.net/8440、最終閲覧日2019.2.25）として取り上げている。
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。94 本稿では、百田尚樹著『日本国記』を「反実証的歴史学」という範疇の書とみて検討を加えてきた
ただ 「偽史」の範疇で考察することも可能であろう 「偽史」の概念については、長谷川亮一「近代、 。

日本における「偽史」の系譜─日本人起源論を中心として─ （望夢楼、http://boumurou.world.cooc」
an.jp/tondemo/gishi/gishi.html、1997.5.18、なお『季刊 邪馬台国』65、1998.7掲載稿とほぼ同じ

ものとのこと）の見解を妥当な見解と見る。長谷川氏は、西岡文彦氏の「偽文献による偽古代史 、原」
田実氏の「捏造による文書・遺物や疑似科学的データに基づいた、アカデミズムからはまったく相手

にされない学説」という定義を踏まえつつ 「史料が捏造物でなくても「偽史」は創造し得るし、逆に、
史料が捏造物であっても、十分な史料批判を得た上であれば学問的な歴史学の俎上に上げることは可

能であるからである。問題点はむしろ、史料の扱い方にあると考えられる」とし、さらに「また、小
説などのフィクションの類は除外しておくべきであろう。いわゆる「伝奇小説」等のフィクションを

「偽史」の範疇に含める向きもあるが、筆者はあくまで「偽史」はその支持者にとってはあくまで真

実の歴史だと考えられていることが重要であると考える」との条件を付した上で、広く「信頼できな
い論拠（例：史料批判が不十分な史料、事実誤認、全くの想像など）を基に、非学問的な方法論によ

って組み立てられた、虚構の歴史」と、一応の定義を示している。旧来の偽史研究を越えた、新しく
創成され続ける歴史を包含する見解として有効な枠組みと考える。なお、評者は、偽史を史書に限り

たいと考えているので、少し変えさせていただいて「信頼できない論拠を基に、非学問的な方法論に
よって組み立てられた、虚構の歴史 」としておきたい。百田尚樹著『日本国記』は 「平成最後の年書 、

に送り出す、日本通史の決定版」という触れ込みの 「平成最後の年」の前年「平成最後の年末」に刊、
行されたヒット作であり、平成時代の歴史状況を象徴する書である 「偽史」の概念を踏まえつつ、分。

析枠組みを構築して検討を加えることは、平成年間、30年間の歴史状況を論じる上で有効性を有すで
あろう。

「Ｗikipedia （https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ_表示-継承_95 」

3.0_非移植、最終閲覧日2019.2.11）によれば、基本は以下のようである。

あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に／本作品を複製、頒布、展示、実演することがで
。 。 。きます ／二次的著作物を作成することができます ／あなたの従うべき条件は以下の通りです

／表示 — あなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりません。／継承 — もしあなたが
この作品を変形や改変したり、この作品に基づいた作品を作る場合、あなたは全く同じか、同一

もしくは互換性のある許諾条件でその作品を頒布しなければなりません。／以下については必ず
理解しておいてください。／放棄 — 著作権者は、上記のいかなる条件でも放棄できます[注1]／

他の権利 — 以下の権利は、このライセンスによって影響されることは決してありません。／あ
なたの、フェア・ディーリングまたはフェア・ユースの権利／著作者の、著作者人格権／他の人

の、人格権やプライバシー権などその作品自身や作品の使われ方に関する権利／注意 — 再利用
や頒布にあたっては、この作品の使用許諾条件を他の人々に明らかにしなければなりません。

。96 今回、インターネットを見ていて、驚いたことの一つに、ゴーストライターの広がりの指摘がある
一応それとなく記名されている場合もあるようであるが、闇は深いと感じた。卒論や修論に関するゴ

ーストライターに関する話題も出ており、注視すべきであろう。
「麻生氏、首相時代の資料は「残さないよう努めている （ 朝日新聞』DIGITAL、2019.2.13、https:97 」」『

//www.asahi.com/articles/ASM2F5KMZM2FUTFK01B.html、最終閲覧日2019.2.15）は、

「日記を書いている人がいるが、後の人に読んでもらいたいとか。本当のことが書いてあるかど
麻生太郎財務相は１３日の衆院予算委員会で日記について持論を展開した。うか分からない 。」

「ほとん国民民主党の西岡秀子氏に「首相当時の資料をどれぐらい残しているか」と質問され、
と述べた。／ どこかど残さないよう努めている」 安倍晋三首相は「現在は日記はつけていない。

の段階でまたつけるかもしれない」と語った。

と述べる。麻生元総理大臣は、日記を「後の人に読んでもらいたい」と思って記するものと考え 「本、

。当のことが書いてあるかどうか分からない」と、日記を記している過去の総理大臣経験者を批判する
学校に提出する夏休みの日記帳ではあるまいに、人に読んでもらうために日記を付けるほど閑な総理

大臣がいるのだろうか。政権担当者の日記は、自省とその時々の判断を回顧するための手掛かりとし
て記すものではないだろうか。ともかく総理大臣経験者が自身の判断や手掛かりを遺さないように努

力しているという記録軽視の日本の現状をよく示しているものとして興味深く感じた。
前掲與那覇潤氏は、これからもっと巧妙で悪質な類書の刊行を予測する。こうした書を排除するだ98

。けでは対応できないであろう。やはり歴史学的に適切な批判を加えていく手法の開発が大事であろう
講読に際しては、版（刷）の確定してから後のものを用いるべきであろう。はっきりしなければ、99

文庫版の出る前の版（刷）ということになろう。幻冬舎が正誤表を出さないならば、これと初版（初

刷）とを比較校合する。その上で、先行研究を踏まえ、コピペ・剽窃・引き写しの箇所、問題の指摘
されている箇所などを確認する。ついで著者の見解とそれ以外とを分けて行き、分析項目を立て、特
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徴を明確にする。さらに可能なら類書との比較検討を行う、というような進め方になろう。場合によ
っては語彙索引を作ったりしなければならないかもしれない。個人で講読するには辛そうであるが、

何人かでやれば面白いのではなかろうか。
（2019.2.27）

附記①： 文字数を確認すると、スペースを含めない総文字数を、63891文字とする。単純に400字詰め

原稿用紙に換算して約160枚。インターネット上の言説を、可能な限り、実証的手法に従って論
じようとして、コピペ（コピー＆ペースト）の技術を駆使しようとした結果である。ただし、

読者のことを考えたものと言えるかどうか。適切な引用、適切な註のあり方など、一考を要す

ところであり、課題としたい。

附記②： TwitterもFacebookも使えないので、それらに示されている見解に、理解できない点がある。
tweetなどを見ていると、同じ人物の見解として、整合しないものを見受ける。人間の思考の不

。安定さに起因するものなのか、単に個人的な御都合主義に起因するものなのか、しばし考えた
一応、その方の、その時の、ごく限られた事象に対する、感覚的見解として、尊重すべきもの

であると考えるようにした。こうしたデータの意義について、御教示賜れば幸いである。

百田尚樹著『日本国紀』騒動茫観記（向野）


